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1. はじめに

生体成分を含む有機化合物の構造解析等，ご希望の分析を専門のスタッフに任せてい
ただく機器分析受託サービス。
対象となる分析ならびに利用対象者は下記の通りです。 ご利用にあたっては，利用
登録が必要です。

対象分析
• 有機微量元素分析（CHN，S，Halogen)
• 質量分析
• アミノ酸組成分析
• タンパク質配列分析

利用対象者
• 北海道大学内の教職員・学生・研究員の方々
• 北海道大学外の大学・高専または公的研究機関に所属して研究開発を行っている方々
• 北海道大学外で，本センターの目的に沿った研究開発に従事している企業や施設の研究

者
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• 初めてご利用いただく方は，利用登録を行いIDを取得してください。
• IDはグローバルファシリティセンター（以下GFC）が提供する３つのサービス（機器分析受託

サービス，オープンファシリティサービス，設備市場サービス）共通のIDとなります。
• 各サービスはGFCのWEBサイトからご利用いただけます。
• IDは2種類（SSO-IDもしくはGFC-ID），権限はサービス利用者側からみて３種類（図-1. ①

～③）あります。 それぞれの関係は下図のようになっております。

【図-1】

①

②
③

SSO-ID
または

GFC-ID

GFC-ID

GFC-ID

1-1. IDならびに権限の種類

サービスの利用料金を支払う際の財源は、本学
の財務会計システムの予算情報と紐付いていま
す。

利用者が指定できる財源は、利用責任者が権限
を持つ予算のみです。

SSO-IDをお持ちの方で、自身が権限を持つ財
源で支払いたい場合は、自身を利用者として登
録してご利用ください。【図-2】

また、SSO-IDをお持ちの方でも、他の方が権
限を持つ財源で支払いたい場合には、その方の
管轄する利用者として登録いただき、ご利用く
ださい。 【図-3】

【図-2】 【図-3】

A先生とC学生の利用料金は
B先生が財源bで支払う

A先生とC学生の利用料金は
A先生が財源aで支払う

SSO-IDと支払財源について
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お申込み内容の確認や過去の履歴を見ることができます

ご登録内容の確認と一部の編集ができます

• 料金確定（New)
• 利用者一覧・登録

利用責任者機能

申込書作成
（New)

↓
受付No.発行

↓
印刷（New)

分析進捗状況 Web表示

申込書・試料の提出

各種ログインには
IDとパスワードが必要です

利用者一覧・登録 管轄する利用者の確認や追加登録，削除を行うことができます

料金確定（New) 管轄する利用者の申込履歴を見ることができます

利
用
責
任
者

の
機
能

利用できる内容 詳細

• 分析申込み（申込書作成 New ）
• 分析申込みキャンセル申請※１※２
• 申込書再印刷※１
• 申込内容の変更※１
• 申込履歴閲覧

利用者機能

ご自身のPCで ご自身のPCで

GFC機器分析受託サービス受付のPCでも
分析申込みが可能です

ID

ログイン履歴一覧（New)

登録情報編集

※１ 分析状況が「受付済」 ，「到着待」のものに限ります。
※２ 受付No.の取得から3営業日を経過しても申込書と試料が届かない場合は，

キャンセル扱いとなります。新しく受付No.を取りなおしてください。

共通機能

• 登録情報編集
• ログイン履歴一覧（New)
• 論文登録（New)

共
通
の
機
能

WEB上から当センターを利用した論文名等を報告することができます論文登録（New)

お申込み内容の確認や過去の履歴を見ることができます

分析申込みおよび受付No.取得と申込書印刷ができます

分析申込みキャンセル申請ができます※１※２

以前に申込みした分析の申込書を再印刷できます※１

以前に申込みした項目内容を変更できます※１

利
用
者
の
機
能

申込履歴の閲覧

分析申込み

分析申込みキャンセル申請

申込書再印刷

申込み内容変更

補助担当者は利用責任者の
作業を代行することができ
ます。

1-2. 利用可能な機能
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• 利用責任者登録はGFC WEBサイト TOPページ中段の「サービスログイン＞新規登録」から行い
ます。

利用責任者登録と同時に、1名以上の利用者（ご自身を含む）を登録する必要があります。

• 教職員番号（SSO-ID）をお持ちの方は、SSO-IDを利用した利用責任者登録ならびにログインが
可能です。

• ただし，初回利用時には，メールアドレスの設定など幾つか追加登録作業が必要ですので，GFC 
WEBサイトの「サービスログイン＞新規登録」をクリックし，「サービス利用案内＞2-2.利用責
任者登録」にある 「SSO-IDを用いて利用責任者登録」のボタンから手続きを進めてください。

2. 利用の流れ

3-1. 利用責任者登録

3. 各種登録

6

申込

登録の流れ
SSO-IDで利用責任者登録

1 「サービス利用案内」画面 「SSO-IDで利用責任者登録」ボタンクリック
2 SSO-IDのログイン画面 ID・パスワードを入力
3 「サービス利用登録の流れ」画面

画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック～

4 「登録申請完了」画面

5 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ サービス利用登録手続き メールアドレスのご確
認」

6 「認証キー入力」画面 5のメール内にあるURLリンクをクリックし画面を開き，同じメール内に記載された
認証キーを入力

7 「規程」画面 画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック

8 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ メールアドレスの確認が完了しました」
※GFCIDが掲載されているが、まだログインはできない

9 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ サービス利用登録の承認のお知らせ - GFC-9999-
999999」

3-1-①. 北海道大学内で教職員番号（SSO-ID）をお持ちの方の登録方法
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1. 「SSO-IDで利用責任者登録」
ボタンクリック

2. ID・パスワードを入力

3. 「サービス利用登録の流れ」画面
画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック

5. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞

サービス利用登録手続き
メールアドレスのご確認」

7. 再度「規程」の確認

4. 「登録申請完了」画面 6. 5のメール内にあるURLリンクを
クリックし画面を開き，同じメール内
に記載された認証キーを入力

新規登録をクリック

8. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞
メールアドレスの確認が完了しました」

※この時点でメール内にGFC-IDが掲載
されていますが、まだログインはできません。

9. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞

サービス利用登録の承認のお知らせ
- GFC-9999-999999」

※ 上記メールが届きましたら、IDは有効化されております。
ご利用いただけます。
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登録の流れ

GFC-IDで利用責任者登録

1 「サービス利用案内」画面 「新規利用責任者登録」 ボタンクリック
2 「サービス利用登録の流れ」画面

画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック～

3 「登録申請完了」画面

4 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ サービス利用登録手続き メールアドレスのご確
認」

5 「認証キー入力」画面 4のメール内にあるURLリンクをクリックし画面を開き，同じメール内に記載された
認証キーを入力

6 「パスワード設定」画面 指定したい任意のパスワードを入力 （英文字大小・数字すべてを含む8文字以上）
7 「規程」画面 画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック

8 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ メールアドレスの確認が完了しました」
※GFCIDが掲載されているが、まだログインはできない

（GFC管理者による申請書確認と承認を行います。1週間程度お時間を頂戴することがございますので，お急ぎの場合には，その旨ご連絡ください。）

9 自動配信メール受信 タイトル「＜GFC総合システム＞ サービス利用登録の承認のお知らせ - GFC-9999-
999999」

3-1-②. 学外の方の登録方法

• 学外の方は，GFC-IDを取得いただきます。
• GFC WEBサイトの「サービスログイン＞新規登録」をクリックし，「サービス利用案内＞2-2.利

用責任者登録」にある「新規利用責任者登録」ボタンから手続きを進めてください。

1. 「新規利用責任者登録」ボタンクリッ
ク

2. 「サービス利用登録の流れ」画面
画面の指示に従い確認・入力・ボタンクリック

新規登録をクリック

3. 「登録申請完了」画面

次ページへ続く
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4. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞

サービス利用登録手続き
メールアドレスのご確認」

7. 再度「規程」の確認

5. 4のメール内にあるURLリンクを
クリックし画面を開き，同じメール内
に記載された認証キーを入力

8. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞

メールアドレスの確認が
完了しました」

※この時点でメール内にGFC-IDが掲載
されていますが、まだログインはできません。

6. 「パスワード設定」画面
指定したい任意のパスワードを入力
（英文字大小・数字すべてを含む8文字以上）

ここで，担当部署による申請書確認と承認が行われます。
学外の方におかれましては，1週間程度お時間を頂戴することがございますので，お急ぎの場合には，その旨を
お電話またはメールでご連絡ください。

9. 自動配信メール受信
タイトル「＜GFC総合システム＞

サービス利用登録の承認のお知らせ
- GFC-9999-999999」

※ 上記メールが届きましたら、IDは有効化されております。
ご利用いただけます。

9
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• 利用責任者は，利用責任者の代行権限を持つ補助担当者をシステムへ登録することができます。
• サービスログイン後，ヘッダー部「マイページ」から「登録情報編集」を選択し，登録手続き

を行ってください。

• 分析申込をするためには，利用者登録が必要です。 利用者登録は，利用責任者もしくは
補助担当者が行う作業です。

• サービスログイン後，ヘッダー部「マイページ」から「利用者一覧・追加登録」を選択し，
登録手続きを行ってください。

• 利用責任者ご自身が利用者として分析申込を行う場合には，
をクリックしてください。

• 利用者登録時にも，自動配信メール内に記載されたURLと認証キーを用いたメールアドレ
スの確認作業が必要です。 認証キーには期限がありますので，お早めにご確認いただけ
ますよう，登録した利用者様へお伝えください。

3-2. 補助担当者登録

3-3. 利用者登録

1010
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• 機器分析受託サービスWEBページをご覧ください。
• サービスログインしていただくと，メニューバーに「分析申込・マイページ」 が表示されま

すので,  「分析申込」を選択し,  希望の分析項目に対して申込操作を行い，受付No.を取得し
てください。 （WEB上で申込書の記入を行っていただきます。）

• 受付No.発行画面にピンクの申込書印刷ボタンがありますので，申込書を印刷してください。
※ 利用者登録時に「お知らせメールの受信」設定をされている方には，受付No.発行とともに，

受付No. 確認メールが届きます。

4. 分析申込み

4-1. 分析項目選択

• ご希望の分析項目を選択いただきます。

11

受付No.発行画面

分析申込を選択

4-2.申込書作成

4-1.分析項目選択

4-3.申込内容の確認

4-4.受付No.の発行と申込書の印刷

申込書作成

分析項目選択

分析項目

• 4-1. から4-4. の各ステップ詳細について，以下に記します。

11
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4-2. 申込書作成

• 申込書作成にあたり，下記の機能がご利用できます。

① 申込内容登録機能
［申込内容入力］ボタンで編集画面を開き，必要事項を入力後に［申込内容一覧に
転記する］ボタンを押して内容を転記することで，申込内容を登録します。

② 履歴呼び出し機能
過去の申込内容が履歴に保存されており，転記することができます（データの機密
性を考慮し，試料情報等の一部情報はデータベース上に保存しておりません）。

③ 複数試料申込機能
セル内に不足件分の数字を入力して［追加する］ボタンを押し，申込件数を増やし
ていただけます。

④ コピーおよびペースト機能
入力内容を［コピー］と［ペースト］ボタンで複製可能です。 ［コピー］が実行さ
れるとボタンの色が青色からピンク色に変わります。

⑤ 削除機能
不要な申込内容を削除します。 ［削除］ボタンを押して削除すると復元すること
ができませんのでご注意ください。

⑥ 必須入力項目チェック機能
必須入力項目の背景は赤色がついています。また，入力漏れがある場合は［申込内
容確認へ進む］ボタンを押したときに，ハイライトされます。

• WEB上で申込書を作成いただきます。

過去の履歴から情報を引き出せます

複数件まとめて申込みしたい場合には，こちらから追加してください

申込み内容を記入するためのポップアップ画面を開きます。

入力内容を削除します。

その列の入力内容をコピーします

その列へコピーした内容をペーストします

手順について記載しています。

申込内容一覧
ここでは，入力いただいた内容を確認
することができます。
背景が赤色の箇所は必須項目です。
記入漏れ防止のために赤くなっていま
す。

【申込書作成画面構成】

1212
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4-2-① 申込内容登録機能

※のついている箇所は必須項目です。
必須箇所に入力がない場合には，赤い背景色が付いていま
す。

4-2-② 履歴呼び出し機能

• ［申込内容入力］ボタンで編集画面を開き，必要事項を入力後に［申込内容一覧に転記する］ボ
タンを押して内容を転記することで，申込内容を登録します。

• 過去の申込内容が履歴に保存されており，転記することができます。
（データの機密性を考慮し，試料情報等の一部情報はデータベース上に保存しておりません）

• ［履歴からコピー］ボタンから表示した画面上で，ご希望の受付No.の［コピー］ボタンを押し
た後，申込内容一覧に戻り，適用させたい申込先の［ペースト］ボタンを押してください。

1313
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4-2-③ 複数試料申込機能

4-2-④ コピーおよびペースト機能

• セル内に不足件分の数字を入力して［追加する］ボタンを押し，申込件数を増やしていただけま
す。

• 入力内容を［コピー］と［ペースト］ボタンで複製可能です。
• ［コピー］が実行されるとボタンの色が青色からピンク色に変わります。

4件追加してみると・・・

申込1件目のデータがコピーされている状態

14
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4-2-⑤ 削除機能

4-2-⑥ 必須入力項目チェック機能

• 不要な申込内容を削除します。
• ［削除］ボタンを押して削除すると復元することができませんのでご注意ください。

• 必須入力項目の背景は赤色がついています。また，入力漏れがある場合は［申込内容確認
へ進む］ボタンを押したときに，ハイライトされます。

申込1件目を削除してみます。

背景色がグレーになり，コピー
ペースト等のボタン表示がなくな
りますが，列は消えません。

※のついている箇所は必須項目です。

必須項目だが，入力が済んでいるため
白背景

必須項目で，入力が済んでいないため
ピンク背景
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• 申込み内容に問題がなければ，［この内容で申込む］ボタンをクリックしてください。

4-3. 申込内容確認

• 受付No.が画面上の表示されます。 案内文に従い，申込書を印刷してください。

4-4. 受付No.の発行と申込書の印刷

受付No. 試料名
分析項目

受付No.取得通知メール

【受付No.発行】まで操作すると，お知らせメールの受信設定をしていただいた方には，
ご登録いただいたメールアドレスへ受付No.取得のメールが届きます。

16

○○

申込書作成
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• 申込書と試料の準備がととのいましたら，下記2点をご確認の上，申込書と試料を受付
（北海道大学創成科学研究棟4階04-118室）へ提出してください。

• なお，2017年4月よりサテライト受付（北12条西6丁目 旧機器分析受託部門建屋 1階E103）を設
置し，週2回のデータ返却・申込書・試料回収を行っております。 スケジュール等は
WEBサイトにてご案内しておりますので，ご確認ください。

5. 申込書と試料の提出

〒001-0021
北海道札幌市北区北21条西10丁目
北海道大学創成科学研究棟
グローバルファシリティセンター
機器分析受託サービス 受付 （04-118
室）

【申込書と試料の提出先】

17

[学内便番号:45]
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• 受付No.を取得された日から３営業日経過しても申込書と試料が分析室へ届かない場合は，
基本的にキャンセル扱いとなりますが，天候等やむを得ない事情により試料到着が遅れる
場合は，考慮いたしますのでご安心ください。

• 一度に複数の分析を利用する場合は，全ての申込書・試料をまとめて送っていただくこと
も可能です。

• 提出される試料の形状や留意点につきましては，機器分析受託サービスWEBサイトの各分
析のページにてご案内しておりますので，ご確認ください。

感染性・放射性の試料や，危険有害性のため特別な取扱いが必要な試料は分析できま
せん。場合によっては，依頼者立会いのもと測定を行なうこともあります。分析室の
見学も可能です。 事前に分析担当者までご連絡ください。

18

• 利用登録時に「お知らせメールの受信」設定をされた方には，分析終了通知メールが配信
されます。

• また，機器分析受託サービスWEBサイト上の「分析進捗状況」ページをご確認いただき，
ご自身の受付No.表示が消えていれば分析は終了しています。

• サービスログイン後，分析申込・マイページの申込履歴で分析の進捗を確認することもで
きます。

• 分析終了通知が届きましたら，札幌キャンパスの皆様は，施設開錠時間内（平日8:00-
18:00）に結果を受け取りに受付までいらしてください。 なお，申込書提出時に手渡し
返却を希望された方は，お越しになる前に分析担当者と連絡を取り，受け取り日時の打ち
合わせをしてください。

• 遠方の方で郵送返却をご希望の皆様には，準備が整い次第発送いたします。送料は利用者
負担となりますことをご了承ください。

6. 分析終了，結果と試料の受け取り

18
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7. 申込履歴の確認，申込内容変更，キャンセル申請等

① 申込履歴しぼり込み検索機能
受付No.，試料名，分析項目，利用者氏名をキーワードボックスに入力する，または申
込日を入力して［検索］ボタンを押すと該当する申込履歴が一覧に表示されます。また，
申込履歴一覧の［CSV出力］が可能です。

② 申込書再印刷機能
受付No.，試料名申込書欄のPDFアイコンから，申込書の再印刷が可能です。

③ 試料名の変更
試料名欄のアイコンから，試料名の変更が可能です。

④ 申込内容の変更
申込内容欄の編集から，申込内容の確認と変更が可能です。ただし，分析進捗状況欄が
「到着待」または「受付済」のときまでで，「検討中」以降はご利用いただけませんの
で，担当者までご連絡ください。

⑤ 分析進捗状況と変更履歴確認
分析進捗状況欄で分析の進捗状況と試料名の変更など申込内容変更の履歴確認が可能で
す。

⑥ 申込キャンセル機能
行頭（左側）のチェックボックスにチェックを入れ［キャンセル申請］ボタンを押すこ
とで，お申込された分析のキャンセルが可能です。ただし，分析進捗状況欄が「到着
待」または「受付済」のときまでで，「検討中」以降はご利用いただけませんので，担
当者までご連絡ください。

• 分析申込・マイメニュー＞申込履歴 からは，これまでの申込履歴を確認いただける他，以下の
ような機能をご利用いただけます。

絞り込み機
能

キャンセル
申請

試料名変更

進捗状況確認

申込内容の
変更

申込書
再印刷

19

機能について
記載しています。

【申込書履歴 画面構成】

19
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• あらかじめ定めた料金請求スケジュールに則り，請求作業を行います。
• 学内と学外では請求スケジュールが異なります。

8. 分析料金のご請求・お支払い

20

【料金請求スケジュール】

【支払財源について】

分析申込–分析–
分析終了

分析申込–分析–
分析終了

GFC事務で
料金確定

GFC事務で
料金確定

部局会計へ
予算振替を通知

部局会計へ
予算振替を通知

４～６月

分析終了日以降
数日内に確定

（システムに金額反
映）

7月上旬 8月中旬

反映時期は、
部局会計担当へ直接
お問い合わせくださ

い。

７～９月 10月上旬 11月中旬
１０～１２月 1月上旬 2月中旬

１月 2月上旬 2月下旬
２月 3月上旬 3月下旬

３月
翌年度7月上旬
※翌年度4-6月期

と同時期
8月中旬

※翌年度

利用責任者へ
料金確認・

財源指定依頼

利用責任者へ
料金確認・

財源指定依頼
会計システムの

予算差引き
会計システムの

予算差引き

分析終了月 予算振替時期 一般運営財源・寄附金での支払 外部資金等での支払

4～6月 ８月中旬 できる できる
7～9月 11月中旬 できる できる

10～12月 2月中旬 できる できる
1月 2月下旬 できる できる
2月 3月下旬 できる できる
3月 翌年度8月中旬 できる ※翌年度分 できない※繰越可は除く

• 料金請求は上記スケジュールのとおり3か月毎（年度末時期は1か月毎）に行います。
• 請求時期となりましたら，システムより利用責任者様，補助担当者様に料金確認と支

払財源指定の依頼メールを配信しますので，マイページの料金確定メニューから確認
作業をお願いします。
なお，料金は分析終了後数日内に確定しますので，確定の都度，システム上でご覧い
ただくことができます。（料金確定作業を都度行っていただいても結構です。）

• 10月以降の分析終了分は，請求時期が年度末となりますので，財源の執行期限等にご
留意ください。

• 3月分は，翌年度の請求となり，翌年度予算でお支払いただきます。一般運営財源や
寄附金財源等の繰越可能な財源のみとなります。（財源毎の可否については部局会計
担当へご確認ください。）

料金請求について，ご不明な点がございましたら下記へご連絡ください。
研究推進部研究支援課 会計担当
内線:9570・9316
E-mail:kaikei＠research.hokudai.ac.jp
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料金確認ならびに財源指定方法

「＜GFC総合システム＞●●●-利用料金の確認をお願いいたします」
というメールがシステムより配信されますので、以下の処理をお願い致します。

① ②

③

※料金確認，財源指定に関してご不明な点がある場合には，
研究支援課（内線9570）までご連絡ください。
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分析終了日 請求書発行時期

4月 （4/1～4/30） 5月15日頃

・・・ ・・・

2月 （2/1～2/28 or 29） 3月15日頃

3月 （3/1～3/31） 4月15日頃

請求書
発行時期

分析結果・
試料の返却分析終了分析申込 銀行振込

 料金請求は，１ヶ月毎に行います。
 分析終了日の月末締めとし，複数件ある場合はひと月分をまとめて，翌月15日頃に請求書

を発行します。分析受付日での取扱いではありませんのでご注意ください。
 分析終了日は，「分析終了通知メール」の 送信日です。

（メール送信後に順次発送作業を行いますので，発送日が分析終了日と異なる場合があり
ます。）

 分析終了日の翌月初めまでに，システムより利用責任者様，補助担当者様に料金と請求書
送付先の確認依頼メールを配信しますので，マイページの料金確定メニューから確認作業
をお願いします。
なお，料金は分析終了後数日内に確定しますので，確定の都度，システム上でご覧いた
だくことができます。（料金確定作業を都度行っていただいても結構です。）

 料金のお支払いは，発行する請求書により銀行振込でお願いいたします。

※ 試料返送にかかる費用（送料）は，依頼者の皆様にご負担いただいております。
送料は実費負担（100円未満切り上げ），送付物の重さによって送料に差が出ますこと
をご了承ください。送付方法につきましては，申込書作成時にご指定ください。

料金請求について，ご不明な点がございましたら下記へご連絡ください。
北海道大学 研究推進部研究支援課
Phone: 011-706-9316 （月曜日～金曜日 8:30～17:00）
E-mail:kaikei＠research.hokudai.ac.jp

2222
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9. 利用実績の報告

23

• グローバルファシリティセンター（GFC）をご利用いただき，取得した分析データを論文
等で公表される時には，当センターで測定した旨を論文に記していただくよう，お願いい
たします。 また，各分析担当者にAcknowledgeしていただければ幸いです．

• 後日，論文誌名等をご一報ください。
• 報告は，マイページ＞論文登録 のページから行うことができます。

皆様の利用実績がセンター運営の糧となります。
どうかご協力ください。

23
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 利用登録手続きについて

Phone: 011-706-9235 10:00am～4:30pm （土曜・日曜・祝祭日を除く）
E-mail: adm-iad＠gfc.hokudai.ac.jp

 料金の支払いについて

Phone: 011-706-9316 8:30am～5:00pm （土曜・日曜・祝祭日を除く）
E-mail:kaikei＠research.hokudai.ac.jp

 各分析内容に関するお問い合わせ

Analysis Services       Phone            E-mail
有機微量元素分析 011-706-9284 chn-sx＠gfc.hokudai.ac.jp
質量分析 011-706-9254 mass＠gfc.hokudai.ac.jp
アミノ酸組成分析 011-706-9247 aaa＠gfc.hokudai.ac.jp
タンパク質配列分析 011-706-9249 psq＠gfc.hokudai.ac.jp

電話対応は9:00am～4:30pm（土曜・日曜・祝祭日を除く）までとなっております。
分析で手が離せない場合や学会セミナー等で不在となることもございますので，ご了承
ください。

10. パスワードを忘れてしまったら

11. 各種ご相談窓口

• GFC-ID LOGIN ボタンをクリックすると，パスワード忘れのリンクがありますので，パスワードの
再発行を行ってください。

（1）パスワード忘れをクリック （2）ユーザーIDと登録中のメールアドレスを入力して「再設定する」ボタンを押すと，ポップアップ表示後，
認証キーが表示されます。 認証キーは後ほど使用しますのでコピーしておいてください。

（3）登録メールアドレスに届いた受信メール内のURLをクリックし，パスワード再設定作業を完了してください。

24
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- -北海道大学グローバルファシリティセンター 機器分析受託サー
ビス

〒001-0021
札幌市北区北21条西10丁目
北海道大学グローバルファシリティセンター

機器分析受託部門
Phone 011-706-9235
E-mail   adm-iad＠gfc.hokudai.ac.jp 


