
Microsoft Officeの提供について

東京大学では平成29年4月からMicrosoft Officeを包括ライセンス契約による学部学
生・大学院生への提供を開始します。学部学生・大学院生は個人が所有するＰＣ等に
個人の費用負担なくMicrosoft Officeをインストールすることができます。

既にパソコンをお持ちの方、これからパソコンを購入される方は、Microsoft Officeを
個別に購入、あるいは、パソコンとセットで購入しなくても利用することができます。

１．利用できるソフトウェア製品

・ 平成29年4月1日から利用開始となります。

・ インストールにはUTokyo Accountが必要になります。(UTokyo Accountについては以
下のウェブサイトを参照してください）

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/account.html

・ ソフトウェアを利用できるのは在学中です。卒業後は利用出来ません。

・ これまで部局ごとに導入していたライセンス契約とは利用条件が異なりますので利用
するには利用申請が必要になります。

・ 利用規約を守って利用してください。

・Office 365 ProPlus（日本語版／英語版）
（Office Professional Plus 2016 のクラウド版です）

２. インストールできる機器

３．利用方法・詳細

・1人につき端末の種類（PC、MacOS、タブレット、スマートフォン）ごとに5台まで
インストール可能です。

お問い合わせ先
情報システム部情報戦略課
UTokyo Microsoft Licenseのページの
問い合わせ先フォームからお問い合わせください

４．注意事項

詳しくは下記のウェブサイトを参照してください。

“UTokyo Microsoft License” で検索！
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/mslicense.html

学生の皆さんへ

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/mslicense.html


Microsoft Office for students

From April 2017, the University of Tokyo is offering Microsoft Office® to all  
undergraduate and graduate students through a comprehensive university agreement. 
Students will be able to install Microsoft Office® on their own PC free of charge.

You do not need to purchase Microsoft Office® separately or bundled with a new 
PC while you belong to the University of Tokyo.

１．Available Software Products

・ This service will begin from April 1, 2017.

・ To be able to use the licensed program, you must have a UTokyo Account. Please refer to the
UTokyo Account website.

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/account.html

・ The software license is valid as long as you belonging to the University of Tokyo as a student.
You will not be able to continue using this license after you graduate.

・ This license program is different from previous license programs in several departments (i.e.
Faculty of Science, Engineering, Frontier Science, etc.). Therefore all students must go
through the appropriate application from the website.

・ Please follow and obey the terms of use, as well as the usage and security guidelines.

・Office 365 ProPlus (English/Japanese)
（Cloud version of the Office Professional Plus 2016）

２. Support Devices

３． How to use

・ One user can install this on up to 5 different device per operating system (Windows, 
MacOS, iOS, Android)

Contacts
Information Strategy Group

Ｐlease contact us using the webform from the UTokyo 
Microsoft License site.

４．Notice

Please refer to the following website for more information

Search using “UTokyo Microsoft License” ！
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/mslicense.html

.

To all students

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/mslicense.html

