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マイページ 新規 ID 登録方法 

 

①以下の URLよりログインページへ進んでください。 

https://mypage.micsnetwork.co.jp/ 

 

②ログインページが表示されます。 

 

  

https://mypage.micsnetwork.co.jp/


 ミクスネットワーク株式会社 マイページマニュアル   P. 2 

 

 

③新規アカウント作成をクリックします。 

 

  

こちらをクリックしてください 
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④マイページアカウント作成画面が表示されます。 

 こちらにメールアドレス（ログイン IDとなります）とパスワード（任意の半角英数字） 

 を決めていただき、ご入力ください。なお、メールアドレスはミクスネットワークが発行 

していないアドレスも利用可能です。（@gmail.comや＠icloud.comなども可） 

 

≪諸注意事項≫ 

メールアドレスは 1つの登録番号に対して、1つのみ設定可能です。そのため複数のご契 

約があり、複数の登録番号がある場合には同じメールアドレスは設定できません。それぞ 

れ別のメールアドレスをご準備いただきますようお願い申し上げます。 

 

 パスワードは半角英数字で 8～60文字以内で作成ください。 

 

 

  

メールアドレスを入力します 

ご自身で決めたパスワードを入力します 

再度決定したパスワードを入力します 



 ミクスネットワーク株式会社 マイページマニュアル   P. 4 

 

 

⑤お手元にありますミクスネットワークより発行のマイページ開設のお知らせはがき、 

またはお客様番号通知書をご確認ください。 

書面記載の「お客様番号」と「認証コード」を入力します。 

もし書類をお持ちでない、紛失された場合にはお手数ですが、当社までご連絡ください。

 

⑥お客様番号と認証コードを入力されたら、画面に表示されます画像認証を行います。 

 青枠内に画面に表示されている実際の画面上の数字をご入力ください。 

 

⑦入力がすべて完了できましたら「次へ」のボタンをクリックしてください。 

  

ミクス発行書面に記載の 

お客様番号を入力してください。 

ミクス発行書面に記載の 

認証コードを入力してください 
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⑧マイページアカウント作成にて登録されますメールアドレス（ログイン ID）とパスワードが表示

され、ご契約者確認としてお客様番号と認証コードが表示されます。お間違えないか一度ご確認く

ださい。問題なければオレンジ色のボタンの「登録」をクリックしてください。 

 

  

登録されるメールアドレスが表示されます。 

登録されるパスワードが表示されます。 

ご入力されたお客様番号が表示されます。 

ご入力された認証コードが表示されます。 
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⑨登録を押すと、ご入力されたメールアドレス宛に、アカウント認証用メールを送信します。メール

の有効期限は 24 時間となります。（この時点ではまだ本登録は完了しておりません。）メールより

本登録の確定を行ってください。 

またこのページは印刷をすることが可能です。印刷をされる場合は右下の印刷をクリックしてく

ださい。 

 
  

登録されたメールアドレスが表示されます。 

登録されたパスワードが表示されます。 

登録されたお客様番号が表示されます。 

登録された認証コードが表示されます。 
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⑩メールが到着しているかご確認いただき、残りの手続きを進めていきます。 

以下のようなメールが到着しますのでご確認ください。 

なお、送り手のメールアドレスは info@mypage.micsnetwork.co.jpとなります。 

自動メール送信になりますのでこちらには返信しないでください。 

※メールが届かない場合、迷惑メールフォルダへ振り分けられている可能性があります。 

ご確認ください。 

  

⑪赤枠内の URLをクリックすると本登録は完了となります。 

  



 ミクスネットワーク株式会社 マイページマニュアル   P. 8 

 

 

⑫無事にアカウントの承認ができますと以下のような表示が出ます。 

 

 

⑬「アカウントを認証しました」と表示が出ればマイページアカウント作成は完了です。 

  

「アカウントを認証しました」が表示されたことを 

ご確認ください。表示されていれば登録完了です。 
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＜マイページの使い方＞ 

①ご請求内容の確認が 24時間いつでも可能です 

 

②ご請求金額の確定をいち早くお知らせ 

 

③お支払い先情報（金融機関・クレジットカード）の確認が可能です 

 

【ログイン後トップページ】 

 
【メニュー一覧】 

 ≪ご契約内容参照≫ 

 →お客様名、ご住所、電話番号（固定電話のみ表示、携帯電話は 0564-88-0000 と表示） 

  現在ご利用中のサービス名をご確認いただけます。 

≪ご請求明細≫ 

→直近 1年間の明細内容をご確認いただくことが可能です。（2022年 7月ご利用料よりご確認いた

だけます。） 

≪ID・パスワード変更≫ 

→マイページにご登録いただいたメールアドレス（ログイン ID）の変更やパスワードの変更、そ

のほかメール通知の ON・OFF設定が可能です。 
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 ≪ご契約内容参照画面≫ 
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≪ご請求明細画面 ①≫ 

 

最大 12ヶ月分ご利用料金の請求明細をご確認いただけます。 
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≪ご請求明細画面 ②≫ 

ご利用明細を月ごとに PDF形式でダウンロードすることが可能です。 
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≪ID・パスワード変更 ①≫ 

 

マイページのメールアドレス（ログイン ID）、パスワードの変更が可能です。 

またお知らせの通知・キャンペーンの通知・請求更新の通知の設定も可能です。 

変更を行う場合には、各種入力項目をご入力いただき「希望する」「希望しない」をクリックいただ

くことで変更可能です。 
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≪ID・パスワード変更 ②≫ 

 

「変更」を押すと変更した情報が反映されます。 
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＜マイページに関するご質問＞ 

 

マイページにログインできない 

メールアドレス・パスワードを再度ご確認ください。 

ログインできない場合、マイページログインページ上にあります「パスワードを忘れた場合」を 

クリックしてパスワード再発行も可能です。 

指定されたメールアドレスへメールを送信します。 

 

 

マイページ通知書（認証コード）を無くしてしまった 

お問い合わせフォームまたはお電話にて再発行受付が可能です。 

ご契約住所への発送となりますので、個別にご相談が必要な場合には、お問合せフォームまたはお

電話にて当社スタッフへご相談ください。 

  

https://mypage.micsnetwork.co.jp/account/foget/password/
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≪その他よくあるご質問≫ 

 

１．引落をしている銀行口座・クレジットカードの変更をしたい 

 

２．契約の変更を行いたい 

 

３．番組についての問い合わせをしたい 

 

お支払方法の変更やその他問い合わせに関しましてはマイページ左横にあります「問い合わせ先」を

クリックいただき、当社ユーザーサイトのお問合せフォームよりご連絡ください。お支払い方法の変

更は書類でのお手続きが必要となりますので、弊社より変更届をお送りします。 

お問合せフォームはお客様にて必須事項をご入力いただき、お問い合わせ種別の「お支払い方法変更

希望」を選択しチェックを入れてお問い合わせされたい内容を簡単に記載ください。 

 

＜お問い合わせ内容＞ 参考例 

「口座変更したい」「クレジットカードの変更をしたい」 

 

＜マイページ トップページ＞ 

 
 

こちらをクリックしてください 

https://user.catvmics.ne.jp/
https://www.catvmics.ne.jp/user-contact/
https://www.catvmics.ne.jp/user-contact/
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＜ミクスネットワーク ユーザーサイト お問合せフォーム＞ 

※お問い合わせ種別やお問い合わせ内容を、詳細にご記載いただけますとその後対応がスムーズと

なります。よろしければご活用くださいませ。 

 

※営業時間（10：00～17：00 ※年末年始休業期間を除く）外のお問い合わせにつきましては、翌営業日

以降にご対応とさせていただきます。予めご了承ください。 
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≪その他よくあるご質問≫ 

 

クレジットカードの引落先を変更したい 

誠に恐れ入りますが、クレジットカードのお引落先の変更は各クレジットカード様へご連絡をお願

い致します。当社では受付できかねますのでご了承ください。 

 

毎月の引落日を変更してほしい 

誠に恐れ入りますが、金融機関より口座引落をされるお客様へは、毎月のお引落日は 25 日（金融機

関休業の場合は、翌金融機関営業日）でのご案内となります。個別の変更はできかねますので予めご

了承ください。 

また、クレジットカード支払の場合は、ご利用のクレジットカード会社様の規約に準じますので、個

別にご利用のクレジットカード会社様ご確認ください。 

 

支払が滞ってしまった 

誠に恐れ入りますが、以下の方法でお支払いをお願い致します。 

なお、お支払いが 3か月間滞った場合、または累積でのご滞納回数が一定数を超えた際には翌月 1

日以降に当社サービス提供を一時停止させていただきます。 

 

① 次月口座引落またはクレジットカードでのお支払い（まとめてお支払い） 

② お振込（振込手数料はお客様負担となります） 

 

＜お振込先＞ 

岡崎信用金庫  本店営業部 普通 0507636 ミクスネットワーク（カ 

三菱ＵＦＪ銀行 岡崎支店  普通 0462437 ミクスネットワーク（カ 

 ※領収証は発行されませんので、金融機関等でのお控えを保管ください。 

 

サービス提供にあたり、口座引落またはクレジットカードでのお支払いをお願いしております。な

お、ご請求書の発行・振込用紙等は個別での対応は行いませんので予めご了承ください。 

 

サービス解約をしたので明細が欲しい 

マイページはご解約後 6か月間のご利用が可能です。ご解約費用等のご提示が必要な際にはマイペ

ージへログインいただき、ご請求明細書を PDFにてダウンロード・ご印刷が便利です。なお、マイ

ページ以外でのご明細書各種（解約費明細・ご利用はがき）の再発行については、今後別途発行費

用のご請求が発生することが御座いますので、予めご了承ください。 
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≪その他よくあるご質問≫ 

 

料金確定日がいつになるか教えてほしい 

料金確定日は毎月 12～14日を予定しております。 

ひと月のご利用料金が確定しますと、マイページにてご登録いただきましたメールアドレスへ「料金

確定のご案内」メールを自動送信させていただきます。 

 

＜ご請求金額確定＞メールサンプル 
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≪その他よくあるご質問≫ 

 

支払方法を変更したいが、いつまでに申し込みすればよいか 

金融機関口座引落のご変更、クレジットカードへのご変更期限は、毎月当月末日までに当社到着分と

なります。毎月月末日以降到着分は原則翌月以降のお支払いに反映されますのでご了承ください。 

なおお支払い方法の変更は、当社より変更用紙と返信用封筒をお客様宅へご郵送し、返信用封筒へご

記載ご捺印の上、ご返信いただくことでのやり取りが可能です。 

 

＜料金確定からご請求日までのイメージ ～口座引落～＞ 

 

 

 

 

 

＜料金確定からご請求日までのイメージ ～クレジットカード～＞ 

 

  

毎月

月末

毎月

12～14日

毎月

25日

毎月

月末

毎月

12～14日

カード

お引落日

お支払い方法 

変更期限日 

当月（前月利用分）の 

ご請求金額確定日 

当月の 

口座振替日から変更 

お支払い方法 

変更期限日 

当月（前月利用分）の 

ご請求金額確定日 

 

お引落日 

（カード会社規約に準ずる） 
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＜その他お問い合わせ先＞ 

 

＜契約相談全般のお問い合わせ＞ 

0120-345-739 （営業時間 10：00～17：00 ※年末年始休業期間を除く） 

 

 

＜ＴＶ・ネット・電話が繋がらないお問い合わせ＞ 

0800-200-0080 （営業時間 10：00～17：00 ※年末年始休業期間を除く） 

 

 

＜マイページに関するお問い合わせ＞ 

0120-493-740  （営業時間 10：00～17：00 ※年末年始休業期間を除く） 

 

 

＜ミクスネットワーク株式会社 ホームページ＞ 

以下、クリックしてご覧いただけます。 

 
ミクスネットワーク (catvmics.ne.jp) 

 

チャンネルミクス | CATV mics (ch-mics.jp) 

 

WEBで簡単ご来店予約｜ミクスネットワーク (catvmics.ne.jp) 

 

 ミクスネットワーク ユーザーサイト (catvmics.ne.jp) 
 

【ユーザーサイト】お問い合わせフォーム | ミクスネットワーク (catvmics.ne.jp) 

 

ミクスネットワーク株式会社 マイページ - ログイン (micsnetwork.co.jp) 

 

２０２３年２月２８日現在 

https://www.catvmics.ne.jp/
https://ch-mics.jp/
https://sales.catvmics.ne.jp/wp/
https://user.catvmics.ne.jp/
https://www.catvmics.ne.jp/user-contact/
https://mypage.micsnetwork.co.jp/

