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Tohokudai-ID
University-Wide User Authentication

Quick Guide

1. What is Tohokudai-ID

*1 Some information serices for specific departments or schools do not support Tohokudai-ID.

*2 Several services use Student-ID or Sub-ID in place of Tohokudai-ID.

The Tohokudai-ID is common authentication ID for

various information services in your university.*1*2

Your Tohokuda-ID will be notified with a

sealed letter at the time of admission.

Web
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Campus
Wi-Fi

Computer
Labs

2. How to Know MyTohokudai- ID 

Please ask the educational affairs section  of your
department/school for detail.

Email

When you receive the letter...

1)  Find your Tohokudai-ID and the temporal
     initial password written on the letter.

2)  Configure your new private password.

STEPS STEP 1: Access to the following URL, and log-in with
your Tohokudai-ID and the temporal password in above 1).

https://www.srp.tohoku.ac.jp/

STEP 2: (off-campus access only) Reconfirm authentication
with Image-Matrix by following the instruction 
under the Image-Matrix authentication window 
(scroll down if necessary).

Notification Letter

STEP 3: Follow the link to the authentication system
in  Student Portal.

Your temporal password should be updated to your own private
password as soon as possible for the security reason.

Visit the authentication system and set up your new private password as shown in
 the following steps.

Common

ID/PW

You can find the list of the services that
support Tohokudai-ID at backside of this
pamphlet. → continue to the backside

log-in URL
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3. 

This is the integrated authentication system for information services in

Tohoku University. You can manage your own Tohokudai-ID and password.

Facilities

Management of Tohokudai-ID Password

You can change or set up your private password
for your Tohokudai-ID.

Management of SubID

You can configure your SubID independent of Tohokudai-ID.
You can also set up your password for Sub-ID here.

Confirm DCMail address 

You can confirm your “University email address” of DCMail service.

Please check your name and other personal information displayed here.

4.

If you forget  your Tohokudai-ID or password, please visit the educational

affairs section of your department, information desk of the university library,

or the technical support desk of CITE. When you visit, please make sure to

bring your student-ID card with you.

Contacts
For more information about Tohokudai-ID and related systems, please ask following contacts.

Common Infrastructure System Group
Information Infrastructure Operation Room
Information Synergy Ogranization

Phone: (91)  campus extension 6179, 4931
email:  auth-system@grp.tohoku.ac.jp

5. Available Services with Tohokudai-ID

*3 Student-ID is used for
on-campus access.

*4 The original ID derived from
Sub-ID is used.

*5 Research students, non-degree students
and special auditing students would be
asked the registration at the library desk.

ICL System
CALL System  / Web material  NetAcademy2
Email for Students (DCMail)
Internet School of Tohoku University (ISTU)
Campus Wi-Fi (for Students)
Library Services (MyLibrary etc)
Student Affairs Information System
SRP ／ Portal for Students
Issuing Service

Portal at School of Engineering
Wireless LAN at School of Science
VPN at School of Information Science
Information System at Hospital
and School of Med./Dent.

*3

*3

*4

*5

*3

For Tohoku University Students
Online Guide of Information Services

http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/

Please visit the Online Guide!

*3

Integrated Electronic Authentication System

The Sub-ID is another ID that you can configure by yourself. 

1. Campus Wi-Fi Service 2. Email for Students (DCMail)
3. Wireless LAN Service at School of Science

This ID is applied to the following three services (at April, 2017).

What is Sub-ID?

DCMail is the email service for Tohoku University students.DCMail

You can use three email addresses with “@dc.tohoku.ac.jp” domain, including
the “University email address.”

If You Forget Your Tohokudai ID / Password

See also http://www.bureau.tohoku.ac.jp/auth/auth-indi4.html
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東北大ID
東北大学学内情報サービス共通ID

クイックガイド

1. 東北大IDとは?

*1 特定の学部・研究科内のみで提供されているサービスでは東北大IDを使用しないものもあります。

*2 一部，東北大IDの代わりに学籍番号ID，サブIDを使用するサービスもあります。

学内の様々な学生用情報サービスを利用する際に，ユーザ
認証のために使用される共通IDです。*1*2

東北大IDは入学時に書面にて通知されます

各種
Webサービス

キャンパス
Wi-Fi

コンピュータ
演習室

2. 私の東北大IDは？

配付場所・配付時期などについては所属する学部・学科
研究科などの教務課窓口までお問い合わせください。

メール

通知書を受け取ったら...

① 自分の東北大IDと初期パスワードを確認する

② 独自の秘密パスワードを設定する

接続手順 STEP 1: 下記URLへ接続し, ①で確認しておいた東北大IDと
初期パスワードでログインする。

https://www.srp.tohoku.ac.jp/

東北大ID通知書

STEP 3: 学生用ポータルの画面で統合電子認証システム
へアクセスする。

セキュリティの関係上，初期パスワードはできる限り速やかに
独自の秘密パスワードに変更してください。

パスワード設定は統合電子認証システム上で行います

この後は裏面の「統合電子認証システム」
をご覧ください。

共通のID/PWで

利用できます

東北大ID対応のサービス一覧については
裏面をご覧ください

log-in URL

STEP 2:  [学外ネットワークからのアクセス時のみ]
イメージマトリクス認証の画面(右)が現れたら, 
画面の下に記載されている指示(スクロールしてご覧
ください)に従ってイメージアイコンをクリックする。
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3. 統合電子認証システム
東北大IDおよびサブID，それらに対応するパスワードを
管理するための認証系統合システムです。

主な機能・用途

東北大IDパスワードの設定

東北大IDとペアになる秘密のパスワード
を設定(変更)します。

サブID・サブIDパスワードの設定

東北大ID以外に，独自の「サブID」を設定(変更)できます。
サブIDとペアになる「サブIDパスワード」の設定(変更)もここで行います。

全学メールアドレスの確認

学生用メールサービス (DCMail) での「全学メールアドレス」を確認できます。

ここに表示される氏名などの情報に誤りがないかどうか，ご確認ください。

4. ID/パスワードの紛失
東北大IDおよびパスワードを忘れた場合は，学生証など身分を確認
できるものをご持参のうえ，各学部の教務課窓口，各図書館窓口，
または教育情報基盤センター基盤技術部門までお越し下さい。

お問い合わせ
東北大IDおよび統合電子認証システムに関するお問い合わせは下記連絡先までお寄せください。

情報シナジー機構情報基盤運用室
共通基盤システムグループ (情報部情報推進課)

Phone: (片平) 学内内線 6179, 4931
email:  auth-system@grp.tohoku.ac.jp

5. 東北大ID対応サービス
*3 東北大IDの代わりに
     学籍番号IDを使用します。
     (学内接続時)

*4 サブIDに基づく独自のID
     とサブIDパスワードを使用
     します。

*5 研究生，科目等履修生，特別聴講生
    については窓口で別途登録が必要です。

情報教育システム(ICL)
外国語学習システム(CALL)  ・Web教材  ALC NetAcademy2
学生用メールサービス(DCMail)
東北大学インターネットスクール(ISTU)
キャンパスWi-Fiサービス (学生用)
図書館情報サービス (MyLibraryなど)
学務情報システム (履修登録, 成績確認など)
SRPサービス／学生用ポータルサイト
証明書自動発行機

工学部・工学研究科ポータルサービス
理学部・理学研究科無線LANサービス
情報科学研究科VPNサービス
病院・医学部・歯学部情報システム

*3

*3

*4

*5

*3

*3

など

東北大学生のための
教育系情報システムオンラインガイド

http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/

も合わせてご覧ください

東北大IDとは別に, 自分で独自に設定できるIDです。

1. キャンパスWi-Fi サービス(学生用) 2. 学生用メールサービス (DCMail)
3. 理学部無線LANサービス

2017年4月現在, サブIDは下の3つのサービスで利用されています。

サブIDとは?

東北大学における全学的な学生用メールサービスです。

ここではそのうちの一つである「全学メールアドレス」を確認できます。

“@dc.tohoku.ac.jp” で終わる３種類のアドレスを使用できます。

DCMail

詳しくは
 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/auth/auth-indi4.html
をご覧下さい。
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