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東工大Microsoft365アカウント1を作成する方法 / How to create Tokyo Tech Microsoft365 Account2 

作成日 / Creation date：2021-04-16 

 

1 東工大ポータルにログイン。 / Log in to Tokyo Tech Portal. 

  <参考 / Reference> 

  https://portal.titech.ac.jp/ezguide/index.html 

  https://portal.titech.ac.jp/new-en/ezguide/index.html 

 

2 [Microsoft365アカウント（テスト公開中）]をクリック。 / Click [Microsoft365Account（Trial R

elease）]. 

 

 

 

3 [アカウントの作成]をクリック。 / Click [Next]. 

 

 

                                                   
1 旧称:東工大 Office365アカウント 
2 Formerly known as Tokyo Tech Office365 Account 

https://portal.titech.ac.jp/ezguide/index.html
https://portal.titech.ac.jp/new-en/ezguide/index.html


東工大Microsoft365アカウントを作成する方法 / How to create Tokyo Tech Microsoft365 Account. 

2 

 

 

4 [同意する]をクリック。 / Click [OK]. 

 

 

 

5 [登録]をクリック。 / Click [Register]. 
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6 “アカウント登録を受け付けました”と表示されたことを確認したら、1～2分待つ。/ Confirm that 

this gives you the ”The registration of your account has been received." message, and wai

t for 1-2 minutes. 
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7 パスワードの更新は次の方法で行います。 / Follow the procedure below to update the passwo

rd. 

 

7.1 下記の URLへアクセス。 / Go to the following URL. 

 https://portal.office.com 

 

7.2 6のMicrosoft365アカウントを入力し、[次へ]をクリック。/ Type Microsoft365 Account a

t 6 and click [Next]. 

  

 

7.3 6の初期パスワード3を入力し、[サインイン]をクリック。/ Type Initial Password4 at 6 an

d click [Sign in]. 

  

 

 

 

 

 

                                                   
3 忘れた場合は、こちらを参照し、パスワードをリセットしてください。 
4 If you forgot the password, see this page, and reset the password. 

https://portal.office.com/
http://www.officesoft.gsic.titech.ac.jp/pdf/How_to_reset_the_password_for_Tokyo_Tech_Microsoft365_Account.pdf
http://www.officesoft.gsic.titech.ac.jp/pdf/How_to_reset_the_password_for_Tokyo_Tech_Microsoft365_Account.pdf
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7.4 “現在のパスワード”に6の初期パスワードを入力し、”新しいパスワード”と”パスワードの確認”

に、登録したいパスワードを入力し、[サインイン]をクリック。 / Type Initial Password a

t 6 in the “Current password”, type the password which you want to set in the “Ne

w password”, type the password which you want to set again in the “Confirm passw

ord”, and click [Sign in]. 

  

 

8 東工大Microsoft365アカウントを使用してMicrosoft 365をインストールしたい場合は次のページ

を参照してください。 / If you want to install Microsoft 365 using Tokyo Tech Microsoft365

 Account, please see the following pages. 

 

Microsoft 365 または Office 2019 を PC または Mac にダウンロードしてインストール、または

再インストールします。 

https://support.office.com/ja-jp/article/4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658 

 

Download and install or reinstall Microsoft 365 or Office 2019 on a PC or Mac 

https://support.office.com/en-us/article/4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658 

 

モバイル デバイスで Office アプリとメールをセットアップする 

https://support.office.com/ja-jp/article/7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f 

 

Set up Office apps and email on a mobile device 

https://support.office.com/en-us/article/7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f 

 

 

https://support.office.com/ja-jp/article/4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658
https://support.office.com/en-us/article/4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658
https://support.office.com/ja-jp/article/7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f
https://support.office.com/en-us/article/7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f
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