
全ての新入生・在学生・教職員の皆様へ
For All Students, Faculty/Staff Members

Kyushu University Safety Confirmation System (ANPIC)

九州大学

九州大学では、大規模災害等の危機発生時における安否確認
を迅速かつ確実に実施するため、「九州大学安否確認システ
ム（ANPIC）」を導入しています。
全ての新入生・在学生・教職員の皆様は、初期設定（本登録）
をお願いいたします。
その後、普段スマートフォンを使用している方は、アプリや
LINEで通知や報告を行える設定にしてください。
また、普段ガラケー等を使用している方は、携帯等のメールア
ドレスを追加してください。

Kyushu University has introduced the Safety 
Confirmation System, ANPIC in order to confirm the 
safety of students and faculty/staff members and take 
quick action in the event of an emergency such as a 
major natural disaster or serious accident.
Please carry out the initial setup process so that you 
can receive notices from and send reports to the safety 
confirmation system via the app and LINE on your 
smartphone or other communication devices. 
If you usually use a feature phone, please add its e-mail 
address to this system.

自動メール配信

A mass e-mail is sent automatically

Managers, general affairs staff,
staff in charge of disaster management, etc
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管理職、総務、災害担当者…など
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システム

安否確認

ANPICを使った安否確認 Safety Confirmation via ANPIC

携帯電話、パソコンなどを使い、自身の安否状況をシステムに登録する

システム内に登録された安否情報が蓄積されていく。

必ず登録を
お願いいたします。

登録方法は裏面を参照！
See “How to register” on the reverse side!

Please carry out
the initial

setup process!

※福岡県及び福岡県に隣接する県で「震度 5強」以上の地震が発生した場合や、その他大規模災害等が発生した緊急時に、メールアドレス（学生は学生基本メール、教職員は職員基本メール）等に安否確認メールが一斉送信されます。
If a strong earthquake of intensity 5 upper or greater, or any other major disaster occurs in Fukuoka Prefecture or neighboring prefectures, this system will automatically send out safety confirmation emails to the Primary Mail Service email addresses. 

Safety information registered with the system is amassed.

Safety Confirmation System

An earthquake
occurs

Register safety status with the Safety Confirmation System,
using a mobile phone, PC, etc.

Set up the Disaster Control Headquarters
Recovery activities
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災害対策本部設置
復旧活動
救済活動



九州大学安否確認システム　登録方法

１．初期設定（本登録）
Initial setup (Full Registration)

Receive notices via the app, LINE and other e-mail

2． アプリ、LINE、携帯メール等で通知を受け取る

全ての新入生、在学生、教職員は初期登録サイトにアクセスして初期設定を行ってください。
All students and faculty/staff members of Kyushu University need to complete your registration. 

How to register  - Kyushu University Safety Confirmation System

● 安否確認システムの詳細は下記参照

安否確認システムの問合せ Inquiry ： anpic@jimu.kyushu-u.ac.jp

「九州大学危機管理情報サイト」 
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/approach/risk-management

● For more information, visit the following website.
"Kyushu University Crisis Management Information"
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/approach/risk-management

■初期登録サイト　Initial setup website

● 安否確認システムからのメールは、学生は学生基本メール（学生番号@s.kyushu-u.ac.jp）に、
 教職員は職員基本メール（ユーザー名＠m.kyushu-u.ac.jp）に届きます。

●学生基本メール（Student） ： https://mail.s.kyushu-u.ac.jp/roundcube/
●職員基本メール（Faculty/Staff） ： https://mail.m.kyushu-u.ac.jp/roundcube/

ﾛｸ ｲ゙ﾝ ID：SSO-KID
　　（10桁の数字）

ログインＩＤ  Login ID

https://anpic-kyushu-u.jecc.jp/kyushu-u/regist/ 

・ The e-mail  from ANPIC will be sent to the Primary Mail Service for Faculty/Staff Members (user name@m.kyushu-u.ac.jp)
 and for Students (student number@s.kyushu-u.ac.jp). 

大規模災害時などはメールの遅延等により連絡がすぐに取れない場合も十分想定されます。そのため、初期

設定（本登録）後は、普段スマートフォンを使用している方は、アプリやLINE で通知や報告を行える設定に

してください。携帯等のメールアドレスも追加できます。

When a major disaster occurs, it is likely that the University may not be able to contact you 
immediately due to delays in the email service. To be prepared for such a situation, please carry out 
the initial setup process (full registration) so that you can receive notices from and send reports to 
the safety confirmation system via the app and LINE on your smartphone or other communication 
devices.  You can add your other e-mail address to this system.

学　生 Students

Faculty/Staff Members

学生番号 Student Number

教職員
ユーザー名（職員基本メールの＠より左側の文字と数字）
例：kyudai.taro.123@m.kyushu-u.ac.jp　下線部分がユーザー名

Ex. kyudai.taro.123@m.kyushu-u.ac.jp 　(The underlined portion is the user name.)

The characters and numerals on the left of "@"  is your user name.


