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お問合せは上記 URL にある UTokyo WiFi 問合せフォームをご利用ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/wifi.html（日 / English）

To use the wireless LAN service (UTokyo WiFi), obtain a “UTokyo WiFi Account” with your UTokyo 
Account on the web page shown below. 
Please note: the issue of the UTokyo WiFi Account is necessary for UTokyo WiFi.  UTokyo WiFi Account 
is vaild for 6 month.  When the expiration date approaches, a notification e-mail will be delivered.

UTokyo Account で、無線 LAN サービス（UTokyo WiFi）を利用するための 
UTokyo WiFi アカウントを取得できます。UTokyo WiFi アカウントの有効期限は
半年です。有効期限が近づくと通知のメールが届きます。

UTokyo WiFi Search無線 LAN を使いたい！
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https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/onlineseminar.html（日 / English）

To use PCs of the Educational Campus-wide Computing System (ECCS), take the "ECCS Online New 
User Information Seminar".
Members who have UTokyo Accounts are eligible to attend the seminar.

オンライン新規利用者講習を受講すると、UTokyo Account で教育用計算機システム
（ECCS）の PC を利用できます。

ＰＣを使いたい！
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https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/literacy/user-guide/campus/offcampus/ezproxy（日）
https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/en/library/literacy/user-guide/campus/offcampus/ezproxy（English）

To access databasese, e-journals and e-books from off-campus, use EZproxy Service with UTokyo Account.

UTokyo Account で EZproxy サービスを使うと、データベース、電子ジャーナルや電子ブックを
学外から使えます（一部利用不可のものあり）。

学外から電子リソースを使いたい！3
Access from Off Campus Your department library.

Contact Information→所属する学部・研究科等の図書館・室へ

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp（日）
https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_search/?loginMode=disp&lang=1（English）

To place delivery requests and renew library books online, login to MyOPAC with UTokyo Account.
(Delivery of photocopies and PDF files is a charged service.  Submission of the application form is 
necessary for the charged services.)

UTokyo Account で MyOPAC を使うと、資料取り寄せや貸出期限延長ができます。
コピーや PDF の取り寄せ（有料）をするには、あらかじめ所属する学部・研究科等
の図書館・室へ申請が必要です。

資料を取り寄せたい！
借りている資料の貸出期限を延長したい！2

Delivery Service

  Student Affiaris Office of your department .
Contact Information→所属する学部・研究科等の教務担当窓口へ

To enter the library, login to UTAS (UTokyo Academic Affairs System) with UTokyo Account, then 
register your e-mail address  on the system.

UTAS ( 学務システム ) にメールアドレスを登録してください。図書館への入館や資料の貸出
に必要です。UTAS は UTokyo Account で使えます。

図書を借りたい！図書館に入館したい！
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https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/account_student.html（日 /English）
If you have concerns, see this page. (A link to the password change menu is also on this page.)

●困ったらここを見よう︕（パスワード変更もここから）

The change of the initial password is necessary to use all the services. 
A password is valid for a year. You can change a password on the UTokyo Account User Menu.

最初にもらったパスワードは必ず変更してください。変更しないとサービスが利用できません。
パスワードは変更後 1 年間有効です。UTokyo Account メニューから自分で変更できます。

Cannot login?●ログインできない︖
Password Notification is provided at guidance and Student Affairs Office of your department.
ガイダンス、教務担当窓口などで「パスワード通知書」を配布しています。

UTokyo Account SearchYou have no UTokyo Account?●UTokyo Account を持っていない︖

Check these first.
まず確認まず確認

Learning & Research

For Students
学生向け

Use libraries 
with UTokyo Account 図書館ライフを　倍便利に5
UTokyo Accountで


