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1 登録情報の確認申請 
 

1.1 確認申請ウエブサイトへのアクセス 

① 卒業生連携室のウエブサイト（https://alum.nitech.ac.jp/）にアクセスし， 

「名工大メールアドレスサービス（申込み，確認・変更）」をクリックします。 

 
 

② 「名工大メールアドレスサービス（申込み，確認・変更）」

（https://alum.nitech.ac.jp/service.html）画面で， 

「新規お申込み又は登録情報の確認・変更をされる⽅はこちら」をクリックします。 
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1.２  申請情報の入力 

① 名工大メールアドレス申し込み・変更・照会画面で，「■登録情報の変更・照会」＞ 

「■登録情報を変更または照会します」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 次の画面で，名工大 ID と名工大メールアドレス（＠nitech.jp を除く。）を⼊⼒，引き続き表

⽰されている画像の数字を⼊⼒し，『申請』をクリックします。 

 

 

 

 

 

③ 確認画面が表⽰されます。よろしければ「確定」ボタンをクリックします。 

 

④ 確認⽅法を記したメッセージが表⽰されます。 
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2 登録情報の確認 
2.1 登録情報へのアクセス 

① あなたの名工大メールアドレスあてに，アクセスに必要な URL が記された次のような  

メールが届きます。 

From: 名古屋工業大学 卒業生連携室 (自動送信メール) <renkei＠adm.nitech.ac.jp> 
日付: 201x 年ｘ月ｘ日ｘｘ:ｘｘ 
件名: 名工大メールアドレス登録情報の更新・照会のご案内 
To: t.meiko.123＠nitech.jp 

t.meiko.123 様。 

名工大メールアドレス登録情報の更新・照会を有効にしました。 
1 時間以内に下記の URL からアクセスしてください。 

https://www.nitech.jp/nitechservice/lifelongmailslfmnt.do?accessid=xxxxxxxxxxx....... 

このメールに不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

(連絡先) 
名古屋工業大学 卒業生連携室 
E-mail: renkei＠adm.nitech.ac.jp 

② 指定された URL をクリックすると，以下の画面が表⽰されます。           

画面の「■申請内容の選択」から「■登録情報を照会します。」をクリックします。 

 

※ 「登録情報を更新」を選択すると，更新情報の⼊⼒画面が表⽰されます。 

ただし，現在の登録内容が表⽰されないため，登録情報の確認はできません。 

③ 確認画面が表⽰されます。「確定」ボタンをクリックします。 

 

④ 登録情報の照会申請を受理した旨が表⽰されます。

 

2.2 登録情報の受信 

① あなたの名工大メールアドレスあてに，登録情報の照会を受け付けた旨の次のような   

メールが届きます。 
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From: 名古屋工業大学 卒業生連携室 (自動送信メール) <renkei＠adm.nitech.ac.jp> 

日付: 201x 年ｘ月ｘ日ｘｘ:ｘｘ 

件名: 名工大メールアドレス情報照会受付 (受付番号: 1-201x-0ｘｘｘ-ｘｘｘｘｘ-ｘｘｘｘｘｘ) 

To: ｔ.miko.123＠nitech.jp 

t.meiko.123 様。 

名工大メールアドレス情報の照会を受け付けました。 

受付番号: 1-201x-xxxx-xxxxx-xxxxxx 

1 日以内(休業日等除く)に処理完了のご連絡が無い場合は、下記までお問い合わせください。 

また、このメールに不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

(連絡先) 

名古屋工業大学 卒業生連携室 

E-mail: renkei＠adm.nitech.ac.jp 

② 少し時間をおいて，あなたの名工大メールアドレスあてに，現在の登録内容を記した    

次のようなメールが届きます。 

From: 名古屋工業大学 卒業生連携室 <renkei＠adm.nitech.ac.jp> 

日付: 201x 年 x 月 x日 xx:xx 

件名: [名工大卒業生連携室] 登録情報の取得 

To: t.meiko.123＠nitech.jp 

名工 太郎 様 

名古屋工業大学卒業生連携室です。 

卒業生情報の登録済み情報は以下のようになっております。 

ご確認の上、もし更新が必要であれば更新処理をお願いいたします。 

名工大 ID:abc12345 

名工大アドレス：t.meiko.123＠nitech.jp 

氏名：名工 太郎 

カナ氏名：メイコウ タロウ 

性別：男性 

郵便番号：466855 

住所：愛知県名古屋市昭和区御器所町木市 29 

電話番号：052-735-7563 

Fax 番号：052-735-7563 

英字姓：Meiko 

英字名：Taro 

メールアドレス：taro.meiko＠example.com 

卒業時氏名：名古屋 太郎 

卒業時氏名カナ：ナゴヤ タロウ 

会誌（名簿）の郵送希望：あり 

電子メールによる連絡：可 

最終卒業（修了）年度：1994 年度 

最終卒業（修了）年月日：1995-03-23 

学部卒業日：1995-03-23 

学部：一部 

学生番号（学部）：01115799 

卒業学部学科：物質工学科（（昭和 60 年度から平成 15 年度入学） 

博士（前期）修了日：登録なし 

学生番号（前期）：登録なし 

前期修了専攻：登録なし 

博士（後期）修了日：登録なし 

学生番号（後期）：登録なし 

後期修了専攻：登録なし 

卒業・修了時指導教員：愛知 一郎 

研究室名：名工研究室 

工業会：加入 
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工業会への個人情報提供：可 

工業会 ID：123456789012 

工業会支部：名古屋 

工業会役職：登録なし 

単科会：緑会 

単科会 ID：123456789012 

単科会役職：登録なし 

OG 人財バンク：登録なし 

勤務先（進学先）名称：国立大学法人名古屋工業大学 

勤務先（進学先）フリガナ：ナゴヤコウギョウダイガク 

勤務先部署名（進学先専攻名等）：卒業生連携室 

勤務先身分（進学先身分）：室長 

勤務先（進学先）郵便番号：4668555 

勤務先（進学先）住所：愛知県名古屋市昭和区御器所町 

勤務先（進学先）電話番号：052-735-7563 

勤務先 FAX：052-735-7563 

勤務先メールアドレス：meiko.taro＠nitech.ac.jp 

勤務先業種：登録なし 

(連絡先) 

名古屋工業大学卒業生連携室 

E-mail:renkei@adm.nitech.ac.jp 

届いたメールに記載された現在の登録内容を確認し，必要に応じ更新処理を⾏ってください。 

3 登録情報の変更 
更新には，次の２通りの⽅法を選択することができます。 

① 画面から変更内容を⼊⼒する。 

② 卒業生連携室に更新内容を電⼦メールで送信する。 

3.1 画面入力による変更 

① 次の画面（2.1 の②の画面）で，『■登録情報を更新します。』をクリックします。 

 

② 次の画面が表⽰されます。更新の⽅法を選択し，申請内容を⼊⼒します。 

通常は，『差分のみ更新（空欄の内容は更新されません。）』を選択 

（オプションボタンにチェック）してください。 
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③ 所要事項を⼊⼒し，以下の画面に記載された内容を確認してください。最後に，『上記の「利

用規約」に同意します。』のボックスをチェックし，申請ボタンをクリックします。 

 

④ 以下の確認画面が表⽰されます。更新内容を確認の上，間違いがなければ，『確定』ボタンをクリック

します。 

 

⑤ あなたの名工大メールアドレスあてに，更新確認として，以下のようなメールが届きます。 

From: 名古屋工業大学 卒業生連携室 <renkei＠adm.nitech.ac.jp> 

日付: 201x 年ｘ月ｘｘ日 ｘｘ:ｘｘ 

件名: [名工大卒業生連携室] 登録情報の更新 

To: abc12345＠nitech.jp 

 

名工 太郎 様 

 

名古屋工業大学卒業生連携室です。 

 

卒業生情報の更新をありがとうございました。 

更新処理が完了いたしましたのでご連絡いたします。 

(連絡先) 

名古屋工業大学 卒業生連携室 

E-mail: renkei＠adm.nitech.ac.jp 

3.2 電子メールによる変更 

次の登録項⽬のうち，変更又は新規登録する項⽬の内容を記載した電⼦メールを卒業生連携

室に送信します。卒業生連携室は，送信いただいた内容に登録内容を更新します。 

※ 1 送信先電⼦メールアドレス : renkei＠adm.nitech.ac.jp 

  2 本人確認のため，名工大メールアドレスで送信してください。 
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登録項⽬ 

名工大 ID︓ 必ず記載してください。 

⽒名︓ 

カナ⽒名︓ 

郵便番号︓ 

住所︓ 

電話番号︓ 

*Fax 番号︓ 

英字姓︓ 

英字名︓ 

メールアドレス︓ 

会誌（名簿）の郵送希望︓ あり／なし いずれかを選択 

電⼦メールによる連絡︓ 可／不可 いずれかを選択 

卒業・修了時指導教員︓ 

研究室名︓ 

工業会︓ 加⼊／未加⼊／不明 いずれかを選択 

工業会への個人情報提供︓ 可／不可 いずれかを選択 

工業会 ID︓ 

工業会⽀部︓ 

工業会役職︓ 

単科会︓ 

単科会 ID︓ 

単科会役職︓  

OG 人財バンク︓ 男⼥共同参画推進センターの OG 人財バンクに登録を希望される⼥性の

⽅は，「登録希望あり」としてください。 

勤務先（進学先）名称︓ 

勤務先（進学先）フリガナ︓ 

*勤務先部署名（進学先専攻名等）︓ 

*勤務先⾝分（進学先⾝分）︓ 

*勤務先（進学先）郵便番号︓ 

*勤務先（進学先）住所︓ 

*勤務先（進学先）電話番号︓ 

*勤務先 FAX︓ 

*勤務先メールアドレス︓ 

*勤務先業種︓ CE 会会員の⽅の必須項⽬です。 

*︓任意の登録項⽬です。 

 

 



 

8 

■ 平成 26 年４⽉に次の登録項⽬を追加しました。 

工業会への情報提供 

名古屋工業会会員の⽅が，この項⽬のプルダウンメニューで「可」を選択していただくと，卒業生連

携室に異動内容を届けて頂くだけで，工業会への届出を⾏う必要がなくなります。 

工業会に提供する項⽬等の詳細については，「名古屋工業会との個人情報の相互提供に関する協定（お

知らせ）」をご覧ください。 

■ 平成 27 年 9 ⽉に次の登録項⽬を追加しました。「※」は，必須登録項⽬です。 

 項⽬追加時は，鍵かっこ内の内容で登録しました。 

Fax 番号︓「登録なし」 

会誌（名簿）の郵送希望※︓「未登録」 会誌発⾏している場合に利用します。 

電⼦メールによる連絡※︓「未登録」 総会開催案内等に利用します。 

学部※︓「⼀部」，「⼆部」又は｢““”｣（卒業生連携室で登録） 

学部卒業⽇︓（卒業生連携室で登録） 

博⼠（前期）修了⽇︓（卒業生連携室で登録） 

博⼠（後期）修了⽇︓（卒業生連携室で登録） 

工業会 ID︓「登録なし」（卒業生連携室で把握している⽅について登録） 

工業会⽀部︓「登録なし」（卒業生連携室で把握している⽅について登録） 

工業会役職︓「登録なし」（今後，卒業生連携室で登録する場合があります。） 

単科会 ID︓「登録なし」（卒業生連携室で判明している⽅について登録） 

単科会役職︓「登録なし」（今後，卒業生連携室で登録する場合があります。） 

OG 人財バンク︓「登録なし」 

勤務先（進学先）フリガナ︓「登録なし」 

勤務先 FAX︓「登録なし」 

勤務先メールアドレス︓「登録なし」 

勤務先業種︓「登録なし」（CE 会会員の必須登録項⽬です。） 


