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注意事項 / Notandum 

東工大 Adobe認証 IDでアドビのアプリケーションや Web サイトにログインできる者は、以下の条件のいず

れかに該当する者です。 

以下の条件のいずれにも該当しない者は、東工大 Adobe認証 IDでアドビのアプリケーションや Web サイト

にログインできません。 

以下の条件のいずれかに該当する者から以下の条件のいずれにも該当しない者になった者は東工大 Adobe認証

IDでアドビのアプリケーションや Web サイトにログインできなくなります。 

Adobeと締結された契約が解約された場合、東工大 Adobe認証 IDでアドビのアプリケーションや Web サイ

トにログインできなくなります。 

(条件 1):東工大 ICカードのうち「職員証（１）」*が発行されている者 

(条件 2):東工大 ICカードのうち「職員証（２）」*が発行されている者 

(条件 3):東工大 ICカードのうち「アクセスカード」*が発行されている者 

(条件 4):東工大 ICカードのうち「学生証」*が発行されている者 

(条件 5):非常勤講師†かつ「マトリクスコード票」*が発行されている者 

A person who can sign in to Adobe apps and website with TokyoTech Adobe AuthID is a person who 

corresponds to any of the following. 

Please note that it is impossible for a person who does not correspond to any of the following to sign in to 

Adobe apps and website with TokyoTech Adobe AuthID. 

A person who has changed from a person who corresponds to any of the following to a person who does not 

correspond to any of the following will not be able to sign in to Adobe apps and website with TokyoTech 

Adobe AuthID. 

If agreement executed between Adobe and us is terminated, it will be impossible to sign in to Adobe apps 

and website with TokyoTech Adobe AuthID. 

(Requirement 1): A person who is issued a Tokyo Tech IC Card which is "職員証（１） / Staff ID (1)"*. 

(Requirement 2): A person who is issued a Tokyo Tech IC Card which is "職員証（２） / Staff ID (2)"*. 

(Requirement 3): A person who is issued a Tokyo Tech IC Card which is "アクセスカード / Access card"*. 

(Requirement 4): A person who is issued a Tokyo Tech IC Card which is "学生証 / Student ID"*. 

(Requirement 5): A person who has given the title of “非常勤講師 / Part-Time Lecturer”† and is issued a "マ

トリクスコード票/ Matrix code table"*. 

                                                   
* 国立大学法人東京工業大学共通認証・認可システムにおける 東工大 IC カード等の発行・利用に関する取扱い 

https://portal.titech.ac.jp/guide/doc/riyoukiyaku.pdf 

ICカードの種類 https://portal.titech.ac.jp/guide/iccard-type.html 

IC card types https://portal.titech.ac.jp/new-en/guide/iccard-type.html 
† 国立大学法人東京工業大学非常勤講師の称号の付与に関する規則 

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001418.html 

国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則 

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001303.html 

https://portal.titech.ac.jp/guide/doc/riyoukiyaku.pdf
https://portal.titech.ac.jp/guide/iccard-type.html
https://portal.titech.ac.jp/new-en/guide/iccard-type.html
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001418.html
http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001303.html
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I 東工大ポータルにログインする。 / Log in to the Tokyo Tech Portal. 

 <参考 / Reference> 

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

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

 

II [Adobe]をクリックする。 / Click [Adobe]. 

 

 

III 英語で表示させたい場合は、[English]をクリックする。 / If you want the display language to 

be changed to English click [English]. 

 

 

IV 東工大 Adobe認証 IDが表示されます。 / TokyoTech Adobe AuthID can be viewed. 

 

 

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