
「KCN マイページ」ご利用の手引き

KCN マイページは、近鉄ケーブルネットワークのご契約者様専用サイトです。
ご契約内容の変更や請求情報のご確認、各種サービスの追加・変更などがお客様自身で

パソコン・スマートフォンから管理できるオンラインサービスです。

※ご契約内容によって表示される内容が異なる場合があります。
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はじめに

メニューのご案内

画像やタイトルをクリックするとそのページのヘルプにジャンプします。

お客様情報の確認・変更

ご契約者様氏名の確認および連絡先メールアドレス、マイページID、パスワードの変更が可能です。

ご契約内容の確認

現在のご契約内容を確認いただけます。毎月の請求金額は「ご請求情報の確認｣からご確認ください。

ご契約内容の変更

ご契約サービスの追加および変更が可能です。

ケーブルテレビの契約変更

オプションチャンネル（有料）のお申し込み等が可能です。

インターネットの契約変更

プラン変更、光長割、メールの設定変更、セキュリティサービス等のお申し込みが可能です。

KCNモバイルサービス「タイプｄ｣の申込
タイプｄのSIMカードや格安スマホのお申し込みが可能です。

KCNモバイルサービス「タイプｄ｣の契約変更等
既にタイプｄをご利用中のお客様の通話明細の確認や契約変更が可能です。

生活あんしんサービスの申込・契約変更

「おうちプラン｣「自転車プラン｣のお申込・変更・解約が可能です。

安心サポートの申込

お困りごとの解決をサポートいたします。

ご請求情報の確認

請求明細のご確認、通話明細のご確認（外部へリンク）、お支払い方法の変更が可能です。

お支払い方法の変更

ご利用料金お知らせメール（無料）

ご利用料金の総額を毎月1回ご指定のメールアドレスに通知します。

ご利用料金お知らせハガキ（有料）

お友達ご紹介キャンペーン実施中

お友達ご紹介キャンペーンのお申込みフォームです。

お問い合わせ先

KCNお客様センターへの連絡先です。
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マイページご利用環境
マイページのご利用には連絡先メールアドレス（KCN以外のメールアドレスも可）の登録が必要になります。

【推奨環境】

■ パソコンでご利用の場合
OS
Windows 10／Windows 8.1
Mac OS X 10.9以上

ブラウザ

Microsoft Edge／Microsoft Internet Explorer 11.0以上
Safari、Firefox、Firefox、Opera、Google Chrome等は最新バージョン

■ モバイル端末でご利用の場合
Android 5.0以上
iOS 5以上
※スマートフォン等横幅の狭い端末でご覧いただいた場合は、一部レイアウトが崩れる場合がございます。

■ SSLについて
マイページはSSLを利用しています。
SSL(Secure Sockets Layer)プロトコルを利用すると、入力いただいた内容を保護するため、送受信データを暗号化して盗み見などを防止します。Internet
ExplorerやFirefoxなど主要なブラウザはSSLに対応しています。

■ JavaScriptについて
マイページではJavaScriptを使用しています。お使いのブラウザの設定でJavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しないことやページが正しく表示さ
れないことがあります。ご使用になる際はJavaScript機能を有効にしてください。

■ cookie（クッキー）について
マイページでは、クッキーを使用しております。正しくご使用いただくため、お使いのブラウザのメニュー設定で、クッキーを許可する設定にしてください。
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マイページにログインしよう

マイページを表示するには

ブラウザを起動して、KCNユーザートップ画面 ( http://www.kcn.jp/user/ )　を表示します。
画面右上の「マイページログイン｣をクリックします。

＜KCNユーザートップ画面＞

「マイページログイン｣をクリックすると、マイページログイン画面が表示されます。

マイページにログインするには

マイページID（ユーザーID）とパスワードを入力し、「ログイン｣をクリックします。

お手元に「インターネット登録のご案内｣がある場合

「インターネット登録のご案内｣記載の「ユーザーID｣と「パスワード｣を入力します。
初めてログインされた場合は、 マイページ連絡先メールアドレスの登録画面へ自動的に移動します。
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お手元に「マイページ用IDのご案内｣がある場合
「マイページ用IDのご案内｣記載の「マイページID｣と「パスワード（仮）｣を入力します。
「マイページ用IDのご案内｣到着後初めてログインされた場合、メールアドレスの設定（初回設定）とパスワードの設定が必要となりま
す。

弊社発行のメールアドレスをお持ちの場合は メールアドレス選択画面 へ、 お持ちでない場合は メールアドレス入力画面へ自動的
に移動します。

ログイン画面で、マイページID/パスワードがご不明な場合
【マイページID/パスワードがわからない場合】の下にある 「次へ｣ をクリックします。
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マイページID/パスワードがわからない場合
マイページマイページ IDがわからない、マイページがわからない、マイページ ID/パスワードの両方がわからない場合、パスワードの両方がわからない場合、

・「マイページID / パスワード記載書類の請求｣
・「契約者認証による　登録/再発行｣　のどちらかを選択し、「次へ｣をクリックします。

パスワードのみわからない場合パスワードのみわからない場合

・「パスワードのみ、わからない場合｣を選択し、「次へ｣をクリックします。

※ただし、マイページの連絡先メールアドレスの登録がお済みでない、または登録済みか不明の場合は、

・「マイページID/パスワード記載書類の請求｣
・「契約者情報の認証による　登録/再発行｣　　のどちらかを選択してください。

・「マイページID/パスワード記載書類の請求｣を選択した場合
・「契約者情報の認証による　登録/再発行｣を選択した場合
・「パスワードのみ、わからない場合｣を選択した場合
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「マイページID/パスワード記載書類の請求｣を選択した場合
「お電話でのお問い合わせ（後日郵送）｣もしくは「KCNのお店へご来店(即日お受け取り)｣のうち、
希望する項目の注意事項をお読みの上、お問い合わせ・ご来店ください。

「マイページ用IDのご案内｣が届きましたら、お手元に「マイページ用IDのご案内｣がある場合の手順へとお進みくださ
い。
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「契約者情報の認証による　登録/再発行｣を選択した場合
連絡を希望するメールアドレスを入力し、「確認｣ボタンをクリックします。

メールアドレスが間違っていないことを確認し、「送信｣をクリックします。

送信先にメールが送信されました。
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届いた確認メールに記載されているURLをクリック、またはコピーしてブラウザのアドレス欄に貼り付けます。

契約者情報認証画面が開きました。赤枠の中の必須項目をそれぞれ入力してください。

※青枠内のリンクをクリックするとヘルプをご覧いただけます。
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全て入力し終えたら、「確認｣をクリックします。

表示された内容に間違いがないか確認を行い、「送信｣をクリックします。
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✏

マイページID/パスワードが発行されました。
表示されているマイページIDとパスワード（仮パスワード）は次回ログイン時に必要となりますので、印刷するなどして控えてください。

控えてください！

この画面に表示された内容は、今後確認できません。この画面に表示された内容は、今後確認できません。

印刷またはメモなどで控えておいてください。印刷またはメモなどで控えておいてください。

発行完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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登録・再発行されたマイページID、パスワードでログイン
仮パスワードですので、新しいパスワードに設定変更を行います。

現在の（仮）パスワードと新しいパスワードを入力し、「登録｣をクリックします。

パスワードの変更が完了しました。「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックします。

パスワード以外の入力内容が表示され、確認できます。お客様情報の登録完了です。

これでマイページがご利用になれます
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パスワードがご不明な場合

マイページに登録いただいている連絡先メールアドレス宛にパスワードリセット用のURLをお送りいたします。
マイページ連絡先メールアドレスの登録がお済みでない場合はご利用いただけませんのでご了承ください。

マイページIDを入力して、「次へ｣をクリックします。

マイページIDに間違いがないか確認を行い、「次へ｣をクリックします。

ご希望の認証コードを入力して、「ID・パスワード再発行｣をクリックします。
認証コードに入力できる文字数は、半角英数字の8～20文字です。記号は使用できません。
8～20文字で半角英字と半角数字の文字種を必ず混在させてください。
また、第三者に簡単に推定されないもの（名前・誕生日の文字等を避ける）を設定してください。
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認証コードの登録が完了しました。

ご連絡先メールアドレスに確認メールが届きますので、メールに記載されている案内に従って確認を行ってください。

・ご確認時に認証コードを入力していただきますので、メモ等に控えておいてください。

・確認用メールアドレスの有効期限は有効期限は1時間時間です。

メールに記載されているURLにアクセスしてください。

先程設定した認証コードを入力して、「ID・パスワード再発行｣をクリックします。
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✏

マイページID/パスワードを確認してください。

控えてください！

この画面に表示された内容は、今後確認できません。

印刷またはメモなどで控えておいてください。

再発行されたパスワードでログイン

仮パスワードですので、新しいパスワードに設定変更を行います。

現在の（仮）パスワードと新しいパスワードを入力し、「登録｣をクリックします。
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パスワードの変更が完了しました。「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックします。

パスワード以外の入力内容が表示され、確認できます。お客様情報の登録完了です。

これでマイページがご利用になれます
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初回ログイン時の設定

連絡先メールアドレスの設定

マイページに初めてログインされた場合、連絡先メールアドレスの登録が必要となります。

登録されたメールアドレスは

マイページパスワードを忘れた場合のパスワードリセット用URLの送付先
マイページで契約変更をされた際の自動返信メールの送付先

となります。

弊社発行のメールアドレスをお持ちの場合はその選択画面へ（弊社発行以外のメールアドレス登録も可能です）、 お持ちでない場
合はメールアドレス入力画面へ移動します。

　 　 

パスワードの設定

「マイページ用IDのご案内｣記載のマイページIDと仮パスワードでログインされた場合は、メール設定完了後パスワード
変更画面に切り変わります。

仮パスワードですので、新しいパスワードに設定変更を行います。

現在の（仮）パスワードと新しいパスワードを入力し、「登録｣をクリックします。
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パスワードの変更が完了しました。「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックします。

パスワード以外の入力内容が表示され、確認できます。お客様情報の登録完了です。

これでマイページがご利用になれます
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インターネットご利用で初めてログインされた場合

連絡先メールアドレスの登録画面が表示されます。弊社インターネットサービスをご利用の場合は、弊社発行のメールアドレスがプル

ダウンにセットされていますので、連絡先に設定するアドレスを選択してください。

※ご契約変更時の確認メールの送信先、マイページパスワードの再発行等に必要となる重要なアドレスです。

※プルダウン以外のアドレスをご希望の際は「こちらをクリック｣をクリックし、連絡先メールアドレスの変更へお進みください。

表示内容を確認し、「登録｣をクリックします。

メールアドレスが設定されました。「お客様情報の確認・変更メニュー｣をクリックします。

「インターネット登録のご案内｣記載の「ユーザーID｣と「パスワード｣でログインされた場合は
これでマイページがご利用になれます。
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連絡先メールアドレスが未登録のお客様

弊社発行のメールアドレスをお持ちでない方が初めてログインされた場合は、下記のような連絡先メールアドレス入力ページが表示さ

れます。

マイページからのメールを受信するアドレスを入力し「確認｣をクリックします。

「連絡先メールアドレス｣を確認し「送信｣をクリックします。

入力されたメールアドレス宛に登録を完了するためのリンクを送信いたしました。
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入力されたメールアドレス宛に下記のようなメールが届きます。

メールに記載されたリンクをクリックし、初回ログイン画面を開きます。

スマートフォン等ご利用の端末、メールソフトによってはリンクが機能しない場合があります。クリックしてもログイン画面が

表示されない場合はお手数ですがアドレスをコピーしてブラウザのアドレス入力欄に張り付けるか、メールをパソコンに

転送するなどしてください。
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初回ログイン

記載のメールアドレスに間違いがないか確認のうえ、マイページIDとパスワードを入力し「ログイン｣ボタンをクリックします。

確認画面が表示されます。内容を確認のうえ「確認｣ボタンをクリックします。

登録画面が表示されます。「登録｣ボタンをクリックします。

初回設定（連絡先メールアドレスの登録）が完了いたしました。「お客様情報の確認・変更メニューへ｣をクリックします。

「マイページ用IDのご案内｣に記載されているパスワードは仮パスワードです。
仮パスワードでログインされている場合は、パスワード設定画面へと変わります。
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仮パスワードですので、新しいパスワードに設定変更を行います。

現在の（仮）パスワードと新しいパスワードを入力し、「登録｣をクリックします。

パスワードの変更が完了しました。「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックします。

パスワード以外の入力内容が表示され、確認できます。お客様情報の登録完了です。

これでマイページがご利用になれます
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お客様情報を確認・変更しよう

ご契約者名を確認したい

マイページにログインし、メニュー画面から「お客様情報の確認・変更｣または「お客様情報の確認・変更アイコン｣をクリックします。

お客様情報が表示されます。ご確認後は「戻る｣ボタンをクリックするとメニュー画面に戻ります。

マイページID、パスワード、連絡先メールアドレスを変更したい
マイページにログインし、メニュー画面から「お客様情報の確認・変更｣または「お客様情報の確認・変更アイコン｣をクリックします。
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マイページID、パスワード、連絡先メールアドレスの変更を行いたい場合、各欄の「変更｣をクリックします。

・マイページIDを変更したい場合
・パスワードを変更したい場合

・連絡先メールアドレスを変更したい場合
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マイページIDを変更
マイページID欄の「変更｣をクリックします。

新しいマイページIDを入力し、「確認｣をクリックします。
マイページIDは半角英数字8～20文字で文字種を必ず混在させてください。
ただし、先頭から2桁がus,kc,os,ki,tv,tkに小文字英字1桁と数時5桁が続くIDと
mypから始まって後に数字が5桁以上17桁未満のIDはご利用できません。

マイページIDに間違いがないか確認を行い、「登録｣をクリックします。
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マイページIDの変更が完了しました。
「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックするとお客様情報の確認・変更画面に戻ります。

変更完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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パスワードを変更

パスワード欄の「変更｣をクリックします。

現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード再入力を入れ、「確認｣をクリックします。

※ 確認画面は出ません。ボタンを押すと直ぐに反映されます。

「お客様情報の確認・変更画面へ｣をクリックするとお客様情報の確認・変更画面に戻ります。

パスワードの変更が完了しました。

29



　

連絡先メールアドレスを変更したい

連絡先メールアドレス欄の「変更｣をクリックします。

「変更後メールアドレス｣、「再入力｣を入れ、「確認｣をクリックします。

連絡先メールアドレスに間違いがないか確認を行い、「送信｣をクリックします。
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連絡先メールアドレスの変更を完了するためのリンクを送信しました。

新しい連絡先メールアドレスに確認メールが届きますので、メールの案内に従って完了してください。

メールに記載されているURLにアクセスすると、メール変更確認用ログイン画面が表示されますので新しいメールアドレスを確認し、マ
イページＩＤ、パスワードを入れ、「ログイン｣をクリックします。
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連絡先メールアドレスの変更が完了しました。

変更完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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ご契約内容を確認したい
マイページにログインし、メニュー画面から「ご契約内容の確認｣または「ご契約内容の確認アイコン｣をクリックします。

ご契約の内容が表示されます。

33



　

ご契約内容を変更したい
マイページにログインし、メニュー画面から「ご契約内容の変更｣または「ご契約内容の変更アイコン｣をクリックします。

「ご契約内容の変更｣メニューが表示されます。

変更を行いたい項目をクリックします。
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ケーブルテレビの契約申込・変更

ご契約内容の変更メニューの「ケーブルテレビの契約変更｣をクリックします。

下記のような画面が表示されます。

現在はオプションチャンネル(有料)申込・変更のみ可能です。
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オプションチャンネル（有料）申込・変更

「オプションチャンネル（有料）申込・変更｣をクリックします。

　 

内容をご確認いただき、STB（セットトップボックス）が複数ある場合はオプションボタンを選択し、
「次へ｣をクリックしてください。
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ご希望のチャンネルを新規で申し込みされる方は「申込｣、契約内容を変更される方は「変更｣を

クリックしてください。

【複数の有料チャンネルを申込・変更される方】

１チャンネルごとにお申し込みを完了していただき、「お申し込みありがとうございました｣画面の「追加で申し込む｣ボタンから再

度お申し込みください。
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ご視聴開始希望日（本日または来月）、解約ご希望年月を入力し、「次へ｣をクリックします。

内容をご確認いただき「送信｣をクリックしてください。
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お申し込み完了です。

・追加で申込む場合は、「追加で申し込む｣をクリック　⇒　STB選択画面から繰り返してください。
・終了の場合は、ホームをクリックしてください。

完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しております。
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インターネットの契約変更

マイページにログインし、メニュー画面から「インターネットの契約変更｣をクリックします。

契約内容が表示されますので、契約変更を行いたい欄の「申込｣または「変更｣をクリックします。
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基本プランの変更

※ お客様のご契約内容、お住まいの地域によっては、マイページから変更できない場合がございます。
現在の基本プランが表示されている欄の「変更｣をクリックします。

変更したいプランの欄の「変更｣をクリックします。

インターネットのプラン変更は 月１回まで ですのでご注意ください。

41



プラン変更の内容が表示されますのでご確認いただき、「同意します｣にチェックを入れ、

「了承して申し込む｣をクリックします。(契約約款等、プランにより表示内容が異なります。)

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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光長割

「光長割｣をクリックします。

光長割のお申込み及び内容をご確認いただき、「確認事項に同意します｣にチェックを入れ、

「確認画面へ｣をクリックします。

44



確認画面が表示されますので、ご確認いただき「同意して申し込む｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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メール契約変更

「メールの契約変更｣をクリックします

または「インターネットの契約変更｣画面で「メールの設定変更｣あるいは「メールアドレスの追加・解約｣欄の「変更｣をクリックします。

ご契約中のメールアカウントの一覧が表示されます。

メールアカウントを新規追加の場合

メールアカウントの設定変更の場合

メールセキュリティサービスのお申し込みの場合

メールアカウントの解約の場合
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メールアカウントを新規追加

「新規追加｣をクリックします。

ご希望のメールアドレス、ご希望の初期メールパスワード、パスワード(再入力)を入れ、「次へ｣をクリックします。
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ウイルスチェック、スパムチェックを行う場合は、メールセキュリティの「申込む｣にチェックをして、ウイルスチェック、スパムチェックを選択して

ください。

・ウイルスチェックは「利用しない、利用する｣を選択することができます。

・スパムチェック　は「利用しない｣

利用する： １【低】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
２【中】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
３【高】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
４【低】で判定しメールを削除する

５【中】で判定しメールを削除する

６【高】で判定しメールを削除する

を選択することができます。

スパムチェック判定の結果、削除されたメールは戻せませんので初めは１～３でお試しくださ
い。

メールセキュリティサービスをお申し込みされる方は、「メールセキュリティサービス利用規約｣をご確認いただき、「同意する｣にチェックを入れ、「次へ｣をクリックします。
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確認画面が表示されますので、ご確認いただき「登録｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しております。
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メールアカウントの設定変更

メールアカウントの設定変更は、メールアドレス「@｣の後ろ(ドメイン)により画面が異なります。

・ 「@｣の後ろがkcn.ne.jp / m3.kcn.ne.jp / m4.kcn.ne.jp / m5.kcn.ne.jp のメールアドレスの 設定変更 
・ 「@｣の後ろがkcn.jp のメールアドレスの 設定変更 
　 

「@｣の後ろがkcn.ne.jp　/　m3.kcn.ne.jp　/　m4.kcn.ne.jp　/　m5.kcn.ne.jp の設定変更
設定変更を行いたいメールアドレス欄の「メール設定変更｣をクリックします。

変更したいメールアドレスが

・基本メールアドレスの場合

・追加のメールアドレスの場合
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基本メールアドレスの変更・設定の場合

基本メールアドレスの設定変更をクリックした場合、以下の画面が表示されます。

メールアドレスのご変更　・・・　「基本メールアドレス変更｣をクリックします。

その他設定のご変更　　 ・・・　「メール設定変更｣をクリックします。
　 

追加のメールアドレスの変更・設定の場合

追加のメールアドレスの設定変更をクリックした場合、以下の画面が表示されます。
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メールアドレスを変更

ご了承ください

「@｣の後ろがkcn.ne.jp、m3.kcn.ne.jp、m4.kcn.ne.jp、m5.kcn.ne.jp の追加のメールアドレスの変更を行う場合、現在
のメールアドレスの「解約｣を行い、「新規追加｣で新たなメールアドレスを設定します。

その際、新規追加のメールアカウントの「@｣以降(ドメイン)は、kcn.jpとなります。ご了承ください。

「解約｣をクリックし、変更したい現在のメールアドレスを解約します。

確認画面が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。
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お申し込み完了です。

お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ださい。
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「新規追加｣で新しいメールアドレスを設定してください。

その他の設定を行う場合

「メール設定変更｣をクリックします。
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メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン｣をクリックし、処理を進めます。

ログイン後の操作は、画面右上の「ヘルプ｣をクリックし、ご覧ください。
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「@｣の後ろがkcn.jp の設定変更
変更したいメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン｣をクリックします。

ログイン後の操作は、画面右上の「ヘルプ｣をクリックし、ご覧ください。
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メールセキュリティサービスのお申し込み/変更/解約
メールセキュリティの変更を行いたい方は「メールセキュリティ｣をクリックします。

メールセキュリティを新規お申し込みの場合

メールセキュリティの変更、解約の場合

　 

メールセキュリティを新規お申し込みの場合

メールセキュリティサービス未使用の場合、申し込みの画面が表示されますので、ウイルスチェック、スパムチェック、および「メールセキュ

リティサービスの利用規約｣をご確認後、「同意する｣にチェックを入れて、「次へ｣をクリックします。

・ウイルスチェックは「利用しない、利用する｣を選択することができます。

・スパムチェック　は「利用しない｣

利用する： １【低】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
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２【中】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
３【高】で判定しタイトルに[SPAM]と表示する
４【低】で判定しメールを削除する

５【中】で判定しメールを削除する

６【高】で判定しメールを削除する

を選択することができます。

スパムチェック判定の結果、削除されたメールは戻せませんので初めは１～３でお試しくださ
い。

オプションのお申し込み内容が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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申込完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しております。

　 

メールセキュリティの変更、解約の場合

既にメールセキュリティサービスをご利用中の場合は、現在のご契約内容・設定内容が表示されます。

・確認のみで前画面に戻る場合　⇒　「戻る｣をクリック

・ウイルスチェック、スパムチェックを変更される場合　⇒　「設定を変更する｣をクリック

・ご解約される場合　⇒　「解約する｣をクリック

　 

「解約する｣ボタンを押した場合 61



「解約する｣ボタンを押した場合

ご解約される内容が下に表示されますのでご確認ください。

ご解約のお申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ださい。

　 

ウイルスチェック、スパムチェックを変更のため「設定を変更する｣をクリックされた場合63





ウイルスチェック、スパムチェックを変更のため「設定を変更する｣をクリックされた場合

下記のような画面が表示されますので、メールアドレスとパスワードを入力し「ログイン｣をクリックします。

ログイン後の操作は、画面右上の「ヘルプ｣をクリックし、ご覧ください。
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追加メールアドレスを解約

追加メールアドレスの解約を行いたい方は「解約｣をクリックします。

ご解約内容が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。

ご注意ください

「送信｣をクリックすると解約完了となり、取り消しはできません。ご注意ください。
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ご解約のお申し込み完了です。

ご解約申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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基本メールアドレスのご変更

（「@｣の後ろがkcn.ne.jp、m3.kcn.ne.jp、m4.kcn.ne.jp、m5.kcn.ne.jp のメールアドレスをご利用の場合）
画面の内容をご確認いただき、「登録｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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セキュリティサービス「マカフィー for ZAQ｣
「セキュリティサービス「マカフィー for ZAQ｣アイコン｣をクリックします。

または、セキュリティサービス「マカフィー for ZAQ｣の「申込｣（もしくは「変更｣）をクリックします。

セキュリティサービス「マカフィー for ZAQ｣の新規申し込み
新規申し込みの場合、下記のような画面が表示されますので、「新規申込｣をクリックします。
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新規申し込みは、株式会社ジュピターテレコムのページから行います。そのため画面の切り替わり確認が表示されます。

「承諾する｣にチェックを入れ、「マカフィー for ZAQ を申し込む｣をクリックします。
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ステップ1から画面に従って行ってください。
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セキュリティサービス「マカフィー for ZAQ｣の 追加申し込み、ダウンロード、解約
既にお申し込みの場合、下記のような画面が表示されますので、行いたいボタンをクリックします。

各処理とも、株式会社ジュピターテレコムのページから行います。そのため画面切り替わり確認が表示されます。

「承諾する｣にチェックを入れ、表示されている「追加する｣または「ダウンロードする｣または「解約する｣ をクリックします。

72



「追加する｣「ダウンロードする｣ の場合、以下の画面が表示されますので、画面に従い処理を行ってください。
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「解約する｣場合、以下の画面が表示されますので、画面に従いお手続きください。
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パソコンセキュリティサービス「エフセキュア｣

「パソコンセキュリティサービス「エフセキュア｣アイコン｣をクリックします。

または、パソコンセキュリティサービス「エフセキュア｣の「申込｣（もしくは「変更｣）をクリックします。

現在ご契約の内容が表示されます。

新規申込みを行いたい方

追加申込みを行いたい方

解約を行いたい方

状態確認を行いたい方

ダウンロードを行いたい方
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パソコンセキュリティサービスの新規申し込み

ライセンスの新規追加を行いたい方は「新規追加｣をクリックします。

パソコンセキュリティサービスのお申し込み及び内容をご確認いただき、「同意する｣にチェックを入れ、

「次へ｣をクリックします。
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確認画面が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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申込完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しております。

メール受信後パソコンセキュリティサービスをダウンロードし、インストールを行ってください。

インストール方法についてはご案内メールをご覧下さい。

　 

パソコンセキュリティサービスの追加申し込み

パソコンセキュリティサービス「エフセキュア｣は１つのライセンスで３台のパソコンでご利用いただけます。４台目以上にイン

ストールされる場合に追加申込が必要になります。

追加申し込みを行いたい方は「追加申込｣をクリックします。
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 以降は新規申し込みと同じ操作を繰り返します。

　 

パソコンセキュリティサービスの解約

ご解約を行いたい方は該当するライセンス欄の「解約｣をクリックします。

ご解約されたい内容が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。
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ご解約完了です。

ご解約完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

パソコンセキュリティサービスの状態確認

状態確認を行いたい方は「ご利用状況｣をクリックします。
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現在のライセンスキーの状態が表示されます。

パソコンの故障や買換え等でインストール可能台数が[0]になった場合、「リセット｣により「インストールPC情報｣のクリアが可能です。
ライセンスオーバーで新しいパソコンや再インストール後のパソコンでエラーとなる場合も「リセット｣ボタンをクリックしてください。

特に処理をせず終了する場合は、「戻る｣ボタンをクリックしてください。

　 

パソコンセキュリティサービスのダウンロード

ダウンロードを行いたい方は「ダウンロード｣をクリックします。
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別ウィンドウが表示されますので、「ファイルを保存｣をクリックします。

保存したファイルを実行し、インストールを行ってください。
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セキュリティサービス「i-フィルター for ZAQ｣
セキュリティサービス「i-フィルター for ZAQ｣をクリックします。

または、セキュリティサービス「i-フィルター for ZAQ｣の「申込｣（もしくは「変更｣）をクリックします。

セキュリティサービス「i-フィルター for ZAQ｣の新規申し込み
新規申し込みの場合、下記のような画面が表示されますので、「新規申込｣をクリックします。
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新規申し込みは、株式会社ジュピターテレコムのページから行います。そのため画面の切り替わり確認が表示されます。

「承諾する｣にチェックを入れ、「i-フィルター for ZAQ を申し込む｣をクリックします。
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規約を確認していただき、「規約に同意して申し込む｣から画面に従って行ってください。

セキュリティサービス「i-フィルターforZAQ｣の 追加申し込み、ダウンロード、解約
既にお申し込みの場合、下記のような画面が表示されますので、行いたいボタンをクリックします。
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各処理とも、株式会社ジュピターテレコムのページから行います。そのため画面切り替わり確認が表示されます。

「承諾する｣にチェックを入れ、表示されている「追加する｣または「ダウンロードする｣または「解約する｣ をクリックします。
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「追加する｣「ダウンロードする｣の場合、 以下の画面が表示されますので、画面に従いお手続きください。

87



　

KCN モバイルルータサービスの解約
「KCN モバイルルータサービス｣をクリックします。

または、

・ご契約のないお客様は、赤枠は表示されません。

・ご契約のないお客様が、メニューの「KCNモバイルルータサービス｣を選択された場合、
「KCNモバイルルータサービスの申込受付は終了しました。｣と表示されますので、
「戻る｣ボタンで戻ってください。

現在ご契約のある場合、内容が表示されます。ご解約されたい欄の「解約申込｣をクリックします。
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内容をご確認いただき、「同意する｣にチェックを入れ、「次へ｣をクリックします。

ご了承ください

更新月以外でのご解約手続きには、所定の解約金　のお支払いが必要となりますので、ご了承ください。

※利用開始月に解約することはできません。

画面を確認後「解約を申し込む｣をクリックする。
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ご解約の申し込み完了です。

ご解約申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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ホームページの契約変更・設定変更

「ホームページの契約変更・設定変更｣をクリックします。

または「インターネットの契約変更｣画面で「ホームページの設定変更｣欄の「変更｣をクリックします。

ホームページ新規開設の申し込み

ホームページアドレス（URL）の変更
FTPパスワードの変更
ホームページ容量の変更

FTPアカウントの解約

　 

ホームページ開設申し込み

「ホームページ開設申込｣をクリックします。
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ご希望のホームページアドレス、パスワード、パスワード再入力を入力し、「次へ｣をクリックします。

(例)　ホームページアドレス：hp-kinte2 FTPパスワード：kinte2

ホームページアドレスが表示されますので、ご確認いただき「確定｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

ホームページアドレス（URL）を変更
ホームページアドレス（URL）の変更を行いたい方は、ホームページアドレス（URL）欄の
「変更｣をクリックします。
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ご希望のホームページアドレス及び再入力を行い、「次へ｣をクリックします。

ご希望のホームページアドレスに間違いがないか確認を行い、「確定｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

FTPアカウントの解約
FTPアカウントの解約を行いたい方は、FTPアカウントの解約欄の「解約｣をクリックします。
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ご解約されたい内容が表示されますので、ご確認いただき「解約｣をクリックします。

ご解約完了です。

「ホームページの契約変更・設定変更｣画面に戻ると下記のような画面に変わっています。
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ご解約受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

FTPパスワードの変更
FTPパスワードの変更を行いたい方は、FTPパスワード欄の「変更｣をクリックします。
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現在のFTPパスワード、変更後のFTPパスワード及び再入力を行い、「登録｣をクリックします。

こ変更されたパスワードは弊社でも分かりませんので、ご自身で管理の上、紛失されませんよう

ご注意ください。

FTPパスワード変更受付の完了です。

98



お申し込み受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

ホームページ容量の変更

ホームページ容量の変更を行いたい方は、ホームページ容量欄の「変更｣をクリックします。
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ご希望の容量を選択します。

・(追加) または (削除) ・10MB～200MB（10MB刻み）

ご希望内容に間違いがないか確認を行い、「送信｣をクリックします。

お申し込み完了です。

100



お申し込み受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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KCNモバイルサービス「タイプd｣の申し込み
マイページにログインし、メニュー画面から「KCNモバイルサービス「タイプd｣の申込｣をクリックします。

お申し込み前に、「お申し込みにあたっての注意事項(PDF)｣、「青少年インターネット
環境整備法について｣「ご利用にあたっての注意事項(PDF)｣　をご確認ください。
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必要な書類等をご準備ください

お申込必要書類として、本人性確認書類以外に以下の書類が必要な場合があります。

・KCNモバイルサービスご契約者とお申込者が異なる場合やお申込者が未成年の場合は、
→　同意書及び委任状を印刷してご記入ください。
・お申込者またはご契約者が未成年の場合は、

→　親権者の同意書（水色部分）をクリックし、印刷してご記入ください。

「青少年インターネット環境整備法の説明に同意｣にチェック、「次へ｣をクリックします。
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既にKCNモバイルサービス「タイプd｣をお申し込みの方は次のような画面が表示されます。
初めてお申し込みの方は、この契約内容ページは表示されず直接新規申込画面が表示されます。

「新規追加｣をクリックした場合

証明書アップロードの場合

お申し込みをキャンセルの場合

ご契約変更の場合

　

KCNモバイルサービス「タイプd｣の新規申込
お申込内容を入力します。

スマートフォンの端末を選択

SIMカードのみまたは希望する端末を選択してください。

端末代金お支払い方法を選択

端末を希望された場合は、分割払いまたは一括払いを選択ください。

※SIMカードのみの場合、表示されません。
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スマホ補償パックを選択

端末の補償とモバイルセキュリティがパックになったオプションサービスです。詳しくはこちらをご覧ください。

※SIMカードのみの場合、表示されません。

訪問による初期設定希望の選択

SIMカードのみの場合、表示されません。
安心サポート未加入の場合、希望するを選択できません。ご加入後入力してください。

SIMカードサイズの選択
SIMカードのみの場合に選択してください(端末希望の場合nanoSIM固定）。

データ通信速度を選択

ビッグプラン、スタンダードプラン、ミニプランの中から選択選択してください。

音声通話の機能を選択 105
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音声通話の機能を選択

選択したプランの下にある選択肢が選択可能になりますので、音声通話を希望するかどうか選択してください。

MNP（番号ポータビリティ）を選択
新たな電話番号を取得するか今使っている番号を引き継ぐか選択してください。

音声通話機能を希望しない場合、表示されません。

※ MNP（現在のケータイ番号を利用する）を選択した場合、後でMNP情報の入力が必要となります。

お申込者情報

ログイン中のマイページIDと紐づいているご契約者様のお名前・ご住所（お届け先となります）が表示されています。
日中の連絡先等残りの情報をご記入ください。

お申込者様が未成年の場合、保護者様の同意書の提出が必要です。

下記のようなメッセージが表示されます。
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ご契約者情報

回線名義人様情報を入力してください。　※18歳未満の場合、フィルタリングサービスの選択が必要になります。

ご利用者情報

ご契約者様と同じ場合はチェックを入れてください。

端末希望でご利用者様が20歳未満の場合スマホ補償パックをお勧めします。　（メッセージが表示されます）※18歳未満の場合、こ
ちらを参照

　

ご契約者、または利用者が青少年（18歳未満）の場合、
以下のポップアップ画面、およびフィルタリング選択画面が表示されます。

●ポップアップ画面・・・内容確認後、「OK｣をクリックします。
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●フィルタリング選択画面
・スマートフォン端末を選択し、既にスマホ補償パックを選択した場合、「KCNフィルタリングサービスを利用する｣の
ボタンが選択されています。

・スマホ補償パックを「希望しない｣に変更した場合は、フィルタリングサービスも選択しなおしてください。

「フィルタリングサービスを利用しない｣を選択された場合はその理由も選択してください。

　 

MNP情報
音声通話機能を希望され、現在のケータイ番号を利用される場合（MNP）に表示されます。
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必要書類提出方法

ウェブ上でのアップロードするか、最寄りの提出先まで直接持参するかを選択してください。

すべて入力し終えたら「次へ｣をクリックします。

表示された内容を確認し、間違いがなければ、

「モバイルサービス契約約款｣「モバイルサービス重要事項説明｣「割賦販売契約約款｣「スマホ補償パック利用規約｣をご確認後、

チェックを入れ「送信｣をクリックします。

※選択されたサービス等により表示される内容は異なります。
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お申し込み完了です。

選択された「必要書類提出方法｣によって完了後の画面が異なります。

持参予定を選択された場合

アップロードを選択された場合

下記のような画面が表示されますので、引き続き証明書のアップロードを行う事ができます。
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引き続き証明書のアップロードを行う場合

すぐに行われない場合、上記画面の「申込確認画面へ｣をクリック

お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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KCNモバイルサービス「タイプd｣の証明書アップロード
「証明書アップロード｣をクリックします。

　

アップロードする証明書を選択し、「参照｣をクリックします。
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アップロードするファイルを指定し、「開く｣をクリックします。

ファイルを確認し、「アップロード｣をクリックします。

指定したファイルが違っている場合は再度指定し直してください。
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アップロード完了です。アップロードされた日時、書類名が表示されます。

引き続き必要な証明書をアップロードする場合　⇒　証明書のアップロードから繰り返します。

お申込みいただいた契約を取り消す場合　 ⇒ 「申込キャンセル｣をクリック
アップロードを終了する場合　⇒　「申込確認画面へ｣をクリックします。

　 

KCNモバイルサービス「タイプd｣のキャンセル

※必要書類のアップロードを行い、書類チェックが完了しますと、お申し込みの取り消し

（キャンセル）はできませんので、「申込キャンセル｣ボタンは表示されません。
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「申込キャンセル｣をクリックします。

表示された内容を確認し、間違いがなければ「申込キャンセル｣をクリックします。
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キャンセルが完了しました。

お申し込みキャンセルのお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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KCNモバイルサービス「タイプd｣の契約変更等
メニュー画面から「KCNモバイルサービス「タイプd｣の契約変更等をクリックします。

契約変更を行いたい携帯電話番号とパスワードを入力し「ログイン｣をクリックします。
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メニューから処理を選択します。
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生活あんしんサービスの申し込み

マイページにログインし、メニュー画面から「生活あんしんサービスの申込・契約変更｣をクリックします。

新規申込の場合

契約変更の場合

契約解約の場合

　

生活あんしんサービス新規申込

メニュー画面から「生活あんしんサービスの申込｣をクリックすると、以下の画面が表示されます。

「特定商取引法に基づく表示｣をご確認の上、「申し込む｣をクリックします。
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住居区分、生年月日、性別、日中の連絡先、プランを入力し、「生活あんしんサービス利用規約・規定集｣、「生活あんしんサービ

ス提供に伴う請求などに関する規約｣をご確認後、チェックを入れ、「次へ｣をクリックします。

121



表示された内容を確認し、間違いがなければ、「了承して申し込む｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

生活あんしんサービスプラン変更

既にご契約されている場合、メニュー画面から「生活あんしんサービスの申込・契約変更｣をクリックすると、以下の画面が表示されま

す。

例）「おうちプラン｣を既にご契約の場合
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「自転車プラン｣または「おうち＆自転車パック｣にご契約を変更される場合、該当する欄の「変更｣をクリックします。
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プラン内容を確認し、日中の連絡先を入力します。

間違いがなければ、「生活あんしんサービス利用規約・規定集｣「生活あんしんサービス

提供に伴う請求などに関する規約｣をご確認後、チェックを入れ、「次へ｣をクリックします。
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表示された内容を確認し、間違いがなければ、「了承して申し込む｣をクリックします。

プラン変更受付完了です。
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プラン変更受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

　 

生活あんしんサービス退会（解約）

既にご契約されている場合、メニュー画面から「生活あんしんサービスの申込・契約変更｣をクリックすると、以下の画面が表示されま

す。

（例）「自転車プラン｣を既にご契約の場合
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「自転車プラン｣をご解約される場合、該当する欄の「退会｣をクリックします。

表示された内容を確認し、間違いがなければ、日中の連絡先を入力し「次へ｣をクリックします。
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内容を確認し、間違いがなければ、「解約する｣をクリックします。

解約受付完了です。

退会受付完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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安心サポート

マイページにログインし、メニュー画面から「安心サポートの申込｣をクリックします。

安心サポートのお申し込み

内容をご確認いただき、「同意します｣にチェックを入れ、「了承して申し込む｣をクリックします。

お申し込み完了です。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

安心サポートを既にお申し込みの場合

既にお申し込みの場合、次のような画面になります。

ご解約はお電話にてご連絡ください。
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ご請求情報の確認
マイページにログインし、メニュー画面から「ご請求情報の確認｣をクリックします。

ご請求情報が表示されます。請求月をクリックすると、過去１５ヵ月分の請求金額を確認することができます。
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「印刷用ページ｣のボタンをクリックすると印刷用ページが表示されます。

印刷するには印刷したい期間を選択し、「印刷する｣ボタンを押します。

元の画面に戻るには「元の表示｣ボタンを押してください。

「印刷する｣ボタンを押すと印刷用PDFファイルを開くか、保存するか確認されます。
確認のメッセージはご利用のブラウザの種類やバージョンによって表示が異なります。
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お支払い方法の変更

メニュー画面から「お支払い方法の変更｣をクリックします。

または、ご請求情報の確認画面の「こちらから｣をクリックします。

連絡事項を入力し（省略可）、「次へ｣をクリックします。
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確認画面が表示されますので、ご確認いただき「送信｣をクリックします。

お申し込み完了です。手続き書類を送付いたします。ご記入・ご捺印（クレジットカード払いの場合は

不要）の上返送いただきますようお願いいたします。

お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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ご利用料金お知らせメール（無料）の申込/停止
メニュー画面から「ご利用料金お知らせメール（無料）｣をクリックします。

＜現在、ご利用料金お知らせメール（無料）のメール配信をされてない場合＞

現在、ご利用料金お知らせメール（無料）の配信をされていない場合、下記のような画面が表示されます。

配信を申し込みされる場合は、「メール配信を申し込む｣をクリックします。

お申し込み完了です。 翌月翌月から請求金額の総額をご指定のメールアドレス宛にお知らせします。
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お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。

＜既に、ご利用料金お知らせメール（無料）のメール配信をされている場合＞

既にご利用料金お知らせメール（無料）の配信をされている場合は、「メール配信を停止する｣ボタンが表示されています。

・メール配信を停止する場合　⇒　「メール配信を停止する｣をクリックします。

・引き続きメール配信を希望する場合　⇒　「戻る｣をクリックします。　⇒　ホームメニューに戻ります。
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ご利用料金お知らせメール（無料）の配信を停止された場合、下記のような画面が表示されます。

停止のお申し込み完了です。

配信停止のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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ご利用料金お知らせハガキ（有料）

ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付お申し込み

現在、ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付をされていない場合、下記のような画面が表示されます。

ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付をお申し込みされる場合は、ハガキの送付先住所を選択し、「ハガキ送付申込画面へ｣

をクリックします。

料金、送付開始月、送付先住所・氏名が表示されますので、ご確認いただき「申し込む｣をクリックします。
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お申し込み完了です。

お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付停止

既にご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付をされている場合、下記の画面となります。

ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付を停止される場合は、「ハガキ送付を停止する｣をクリックします。

ご利用料金お知らせハガキ（有料）の送付解約を受付しました。
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解約受付のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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お友達ご紹介キャンペーン

お友達を紹介する

マイページにログインし、メニュー画面から「お友達ご紹介キャンペーン実施中｣をクリックします。

必要事項を入力し、「次へ｣をクリックします。
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表示された内容を確認し、間違いがなければ、「紹介する｣をクリックします。

お申込み完了です。

お申し込み完了のお知らせをお客様のメールアドレスに自動返信しておりますのでご確認ください。
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お問い合わせ先
マイページにログインし、メニュー画面から「お問い合わせ先｣をクリックします。

お問い合わせのある方は、お手数をおかけしますが画面に表示されております連絡先までご連絡ください。
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