
収納企業へ戻る

⋘

※口座振替承認手続きが完了しました。

より、必ず申込受付サイトへ

お申込受付サイトへ戻る

授業料振替口座Web登録手順 Bank Account Registration Procedure for Automatic Payment of Tuition Fee

神戸大学 口座振替申込ページ

振替口座は以下のように画面遷移しながら登録手続きをすすめます。

Please follow the procedure below to register your account.

△△銀行口座振替登録手続き

口座情報 △△支店

店舗(支店)名 △△支店

預金種目 普通預金

口座番号 1234567

口座名義 ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ

※口座振替承認手続きが完了しました。

収納企業へ戻る

⋘

決済ステーション 【SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱】

口座振替承認手続きをおこないます
the account transfer approval procedure 

金融機関ごとに表示内容は異なります
The displayed contents differ 

depending on the financial institution. 

各金融機関Webサイト
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このページは、神戸大学の授業料(寄宿料)口座振替の新規申込み

をインターネット上で行っていただくページです。

申込みには、SMBCファイナンスサービス(株)の収納代行サービ

ス「決済ステーション」を利用します。

このページで申込みいただいた場合、口座振替依頼書の記入、

印鑑の押印、神戸大学への書面の提出は不要です。

This page allows you to register your bank account details so that 
your tuition fees (and dormitory fees) will be automatically 
transferred from your account.
This registration procedure uses "Kessai Station", a receiving agent 
service provided by SMBC Finance Service Co., Ltd. (hereafter, 
SMBC).
If you register online, you will not have to submit a signed/sealed 

direct debit request form to the university.

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

手続きの流れ●
Registration Procedure Overview●

～ 中 略 Omission ～

注意事項●

１．利用可能な金融機関等について

下記WEBサイトにて、口座振替申込が可能な金融機関、金融機

関ごとの利用可能時間をご確認ください。

利用可能金融機関一覧

（SMBCファイナンスサービス㈱WEBサイトへ）

Notes●

１．Eligible Banking Institutions

Please check the below link for a list of eligible banking 

institutions, and the operating hours for each.

Eligible Banking Institutions

SMBC website (Japanese only)

～ 中 略 Omission ～

クリックするとSMBCファイナンスサービス㈱のWebサイトが開きます。利用可能な金融機関、利用可能時間を確認することがで

きます。

Click to open the website of SMBC Finance Co., Ltd. You can check a list of eligible banking institutions, and the operating 

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

新入生用 新規申込フォーム
New application form for Freshmen

受験番号

Examination Number

生年月日

Date of Birth

例)024456 Ex.024456

例)19980401 Ex. 19980401

※ 受験番号は合格通知等でご確認ください。また、受験番号は6ケタ(受験番号が5ケタの場合は最初に"0"(ゼ

ロ)を入れて6ケタとする)で入力してください。

Please check your letter of acceptance for your Examination Number. Also, enter the examination number in 6-digit 
format (if your examination number only has 5-digits, enter "0" (zero) at the beginning to make into a 6-digit number).

※ 生年月日は数字のみ8桁で入力してください。

Please enter your date of birth in the 8-digit format (year, month, date).

※ 手続きの完了を1時間以内に行ってください。1時間を超えた場合、手続きの処理が正常に終了しない場合

があります。

Please complete your registration within one hour. If you take longer than one hour, your registration may not be 
completed correctly.

次へ進む

Next

２．個人情報の取扱いについて ２．Handling of Personal Information

上記の注意事項を確認し、同意いただける場合はチェックボックスに☑してください。

Please read the above carefully and check the box (☑) to indicate your consent.

同意します。(I consent to the above.)✓

登録手続きへ進む

Procceed to registration procedure

・ 本WEBサイトにより取得した個人情報は、SMBC

ファイナンスサービス(株)への提供及び本学における授

業料(寄宿料)口座振替業務のみに利用します。

・ 本学は授業料(寄宿料)口座振替業務の一部を業者に

委託する場合がありますが、この場合、本学及び当該

業務の委託を受けた業者は、上記利用目的の達成に必

要な範囲を超えて個人情報を利用することはありませ

ん。

・ The personal information obtained by this website will be 

provided to SMBC Finance Service Co., Ltd. and used solely for 
the collection of tuition fees (dormitory fees) at Kobe 
University.

・ If any part of the automatic tuition fee (dormitory fee) 

transfer process is entrusted to third parties by Kobe University, 
neither the university nor the relevant third party will use the 
personal information in a manner that exceeds the scope of 
the above-stated objective.

神戸大学 口座振替申込ページ

受験番号、生年月日を入力してください。

Please enter your Examination Number and Date of Birth. 
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神戸大学 口座振替申込ページ

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

次へ進む

Next

申込情報の入力 (Enter application information)

受験番号

Examination Number

学生氏名(カナ)

Student Name (katakana)

024456

テスト タロウ

カナ氏名のみ表示されます。表示された学生氏名(カナ)に間違いがないか確認してください。

Only katakana name is displayed. Confirm whether the displayed Student Name (katakana) is correct. 

郵便番号を入力すると、住所の一部が自動入力されます。

When you enter the postal code, a part of the address will be automatically entered. 

住所の各欄は全角20文字(40byte)の入力制限がありますので、制限を超える場合は、制限内で入力

できるよう、3つの欄で調整して入力してください。

There is an input limit of 20 double-byte characters (40 bytes) in each field of the address, so if 

you exceed the limit, please adjust and enter in 3 fields so that you can enter within the limit. 

納付方法

Number of payments

年２回払い Pay twice a year

年１回払い Pay once a year

授業料の引落回数の選択です。Select the number of automatic payments. 

[年２回払い Pay twice a year]を選択すると、前期分授業料は4月27日、後期分授業料は10月27日の2回に分けての引落しとなります。

[年１回払い Pay once a year]を選択すると、前期分授業料の引落時(4月27日)に後期分授業料もあわせての引落しとなります。

If you select [Pay twice a year], the tuition fee for the first semester will be withdrawn on April 27th and the tuition fee for the 

second semester will be withdrawn on October 27th. If you select [Pay once a year], the tuition fee for the second semester will be 

withdrawn together when the tuition fee for the first semester is withdrawn (April 27). 

※寄宿料は毎月5日の引落しのため一括で引き落とすことはありません。

* The dormitory fee will be withdrawn on the 5th of every month and will not be withdrawn in a lump sum. 

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

入力内容のご確認 (Confirm Information)

～ 中 略 Omission ～

※表示された内容にお間違いがなければ「次へ進む」を押してください。

If all the information is correct, please click the "Next" button below.

次へ進む

Next

戻る

Back

ここから先はSMBCファイナンスサービス(株)WEBサイトに遷移します。
You will be taken to the SMBC website.

この先の手続きを途中で中断された場合、正確な情報を取得できません。

各金融機関WEBサイトにて本人確認・認証を行った後は、必ず「収納企業へ戻る」などのボタンを押してください。

押さなかった場合、申込内容が神戸大学へ通知されず、口座振替申込の手続きが完了しません。

Warning: If you close your browser before completing the procedures, your information will not be registered correctly.

After confirming your identity on your bank's website, be sure to click the button marked "収納企業へ戻る" (return to 

receiving agent service)
If you fail to do this, your registration details will not be sent to Kobe University, and your registration will be incomplete.

SMBCファイナンスサービス(株)WEBサイトへ進む

Transition to the SMBC website 

戻る

Back

Proceed to SMBC website

決済ステーションの画面は、日本語のみの表記となります。

The website of SMBC Finance Service Co.,Ltd. is only in Japanese.

住所

Address

※ハイフン無しで入力してください。

Enter without hyphens.

郵便番号

Postal Code

都道府県・市区町村prefecture/municipality

マンション名・部屋番号apartment name/room number

通名・丁目・番地・号 street/city block/house number

Omission
～ ～

中 略

Omission
～ ～

中 略
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決済ステーション利用者同意事項

お支払いの手続き 手続き内容の確認

ご利用金融機関の選択

ご利用になる金融機関を選択してください。

※お支払い手続きが正しく行えませんので、ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。

金融機関

三井住友銀行

三菱ＵFJ銀行

埼玉りそな銀行

ゆうちょ銀行

みずほ銀行

りそな銀行

信用金庫

三十三銀行

その他の金融機関を検索

※必ずお読みください。

当画面は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「弊社」といいます)の「決済ステーション」サイトです。 弊社は、ショップ(以下

「加盟店」といいます)から預金口座振替による代金回収代行事務の委託を受けていますが、これに付帯し、 お客さま(以下「利用者」

といいます)が加盟店へ預金口座振替依頼書を提出する方法に代えて、利用者がインターネットにより金融機関へ口座振替契約を申込む

方法を提供しています。 利用者が次の画面で入力する、氏名、口座番号等の情報を加盟店に代わって受領し、金融機関に提供します。

申込受付サイトへ戻る 同意して次へ

三井住友銀行グループ

SMBCファイナンスサービス

登録する金融機関を選択してください。Please select a financial institution to register.

決済ステーション利用者同意事項を確認してください。Check the user policy.

[同意して次へ]をクリックし次の画面にすすんでください。

Click here to proceed to the next screen

お支払いの手続き 手続き内容の確認

テスト タロウ 様

店舗の選択

AまたはBの方法で店舗を検索してください。

※お支払い手続きが正しく行えませんので、ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。

検索していただくと、下に店舗が表示されます。ご利用の店舗を選択し、「次に進む」ボタンを選択してください。

Ａ.店舗名の最初の文字を押してください。 Ｂ．店番号を入力して「検索」ボタンを押してください。

●店番号●店舗名の先頭文字

検索

(例)111

(例)三田支店→「ミ」

一部、カナ検索ができない店舗名がございます。

検索できない場合は、店番号で検索してください。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

タ

チ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

ヌ

ネ

ノ

ハ

ヒ

フ

ヘ

ホ

マ

ミ

ム

メ

モ

ヤ

ユ

ヨ

ラ

リ

ル

レ

ロ

ワ

店舗(支店)名を検索し、選択してください。Search and select the branch name.

金融機関の選択へ戻る⋘ 次に進む

⋘

ページ上部へ

⋘

808 六郷支店 421 六甲支店

339 六甲アイランド支店 619 六本木支店

三井住友銀行グループ

SMBCファイナンスサービス

[次に進む]をクリックし次の画面にすすんでください。

Click here to proceed to the next screen

決済ステーション 【SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱】
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お支払いの手続き 手続き内容の確認

口座振替情報の入力

ご利用頂ける口座をご確認の上、以下の必要事項を入力・確認してください。

※お支払い手続きが正しく行えませんので、ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。

※ 信用金庫の場合は、口座情報ではなく生年月日の入力となります。

金融機関情報

三井住友銀行金融機関

六甲支店店舗

情報入力

以下の必要事項を入力し、次に進むボタンを押してください。

預金種目

口座番号

口座名義

必須

必須

必須

普通預金

※半角数字

※姓と名の間には半角スペースを入れてください

■口座名義で使用できる半角文字は以下の通りです。

数字：0123456789

カナ文字（但し、「ｦ」と小文字のｧｨｩｪｫｬｭｮｯは使用できません）

英大文字（英小文字は使用できません）

濁点、半濁点： ﾞﾟ

右記の4つ記号：.(-) （「.」はピリオド、「-」はマイナスです。）

半角スペース

※日本語入力で入力する場合、通常全角として入力されますのでご注意ください。

三井住友銀行グループ

SMBCファイナンスサービス

金融機関の選択へ戻る⋘ 次に進む

⋘

国立大学法人神戸大学

お申込み先情報

三井住友銀行グループ

SMBCファイナンスサービス

内容を修正する⋘ 金融機関サイトへ

⋘

金融機関サイトへ遷移する前に、必ず「お手続時のご注意」をご確認ください。

お支払いの手続き 手続き内容の確認

口座振替情報の入力

金融機関情報

三井住友銀行金融機関

六甲支店店舗

普通預金預金種目

1234567口座番号

ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ口座名義

お申込み先情報

国立大学法人神戸大学

情報

金融機関情報、ご入力内容および下記の「お手続時のご注意」をご確認の上、「金融機関サイトへ」ボタンをクリックしてください。金融機関サイト

へ遷移します。引き続き金融機関所定のお手続をお願い致します。（金融機関サイトへ遷移しただけでは、預金口座振替契約は成立していませ

んのでご注意ください）

※お支払い手続きが正しく行えませんので、ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。

お支払者名義の口座を登録してください。

Register an account in the name of the payer.

口座番号は7ケタで入力してください。

登録しようとする口座が6ケタ以下の場合

は、頭に0を足して7ケタに調整し入力し

てください。

Please enter the account number in 7-

digit (if your account number has only 

6-digits or less, enter "0" (zero) at the 

beginning to make into a 7-digit 

number).

[次に進む]をクリックし次の画面にすすんでください。

Click here to proceed to the next screen

[金融機関サイトへ]をクリックします。

金融機関選択画面で選択した金融機関のWebサイトへ遷移します。

Click here. You will be taken to the financial institution's website.

入力したお支払者名義の口座情報を確

認してください。

Please check the entered information.

テスト タロウ 様 テスト タロウ 様

決済ステーション 【SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱】
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各金融機関Webサイト

金融機関ごとに表示内容は異なります。The displayed contents differ depending on the financial institutions.

以下は、一例として、三井住友銀行の画面です。The following is an example of the screen of Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 

※各金融機関サイトで入力する暗証番号等の情報は、本学には

一切提供されません。

Information such as the PIN code entered at the financial institution's 
website will not be shared with Kobe University.※各金融機関サイトの内容に関するお問い合わせは、各金融機関までお願いいたします。

Inquire of a financial institution about the contents of each financial institution's website. 

SMBC

三井住友銀行

インターネット口座振替契約受付サービス

ログイン

キャッシュカード暗証を入力し、『ログイン』ボタンをクリックしてください。

なお、本取扱については「インターネット口座振替契約受付サービス規定 」により取扱います。

支店番号

科目

口座番号

410

普通

1234567

キャッシュカード暗証

数字4桁 ⌨ソフトウェアキーボード

ログイン

SMBCダイレクトの利用開始登録がお済みのお客さまはこちらからもログインいただけます。

ＳＭＢＣダイレクトのログイン暗証を入力し、『ログイン』ボタンをクリックしてください。

契約者番号とログイン暗証でもログインいただけます。また、インターネット専用のログイン暗証を登録されているお客さまもこちらからログイン

してください

なお、本取扱については「普通預金規定 」により取扱います。

店番号・口座番号

410 - 1234567

ログイン暗証 ⌨ソフトウェアキーボード

ログイン

SMBCダイレクトの利用開始登録はこちら

※本サービスは、三井住友銀行に口座があり、キャッシュカードをお持ちのお客さま、またはSMBCダイレクトの利用開始登録がお済みのお客さまを対

象としたサービスです（キャッシュカード喪失中、口座移管中の場合を除きます）。

※電話投票制度専用口座（競馬・競輪・競艇等）ではお申込いただけませんので、あらかじめご了承ください。

※お申込時にワンタイムパスワードのご利用が必要となる場合があります。その場合、ワンタイムパスワードのご利用登録が未済のお客さまはご利用

いただけませんので、あらかじめご了承ください。

※SMBCダイレクトのご利用推奨環境でご利用ください（ご利用推奨環境は三井住友銀行のホームページでご確認ください）。

暗証番号管理のポイント

簡単！優しいセキュリティ教室

中止して収納企業のページへ戻る 現在時刻 2022年3月4日 14:04

ページトップへ

操作ヘルプ よくある質問

プライバシーポリシー ｜ 三井住友銀行勧誘方針

Copyright © 2016 Sumitomo Mitsui Banking Corporation. All Rights Reserved.

SMBC

インターネット口座振替契約受付サービス

口座振替のお申込内容の確認

申込口座

名義カナ

収納企業名

三宮 支店残高別普通(総合) 1234567

ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社

口座振替規定

1.貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落と

しのうえ支払ってください。

この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の

振り出しはしません。

サービス内容説明

1.ご利用にあたって

・本サービスにより、書類を提出することなく口座振替契約の受付が完了します。

・各収納企業で取り扱っている商品・サービスについてのお問い合わせは、各収納

企業までお願いします。

・各収納企業での活動内容・取扱商品・サービス内容・記載事項について当行は一

切責任を負いません。

お客さまの情報の利用目的について

個人情報第三者提供の同意

ご本人確認

ご本人確認のため、生年月日を確認します。収納企業サイトで入力された生年月

日は以下の通りです。

生年月日 必須

2000 年 月 日12 ▼ 30 ▼

ご本人確認のため、生年月日を確認します。収納企業サイトで入力された生年月日は以下の通りです。✓

口座振替申込

中止 現在時刻 2022年3月4日 14:04

ページトップへ

操作ヘルプ よくある質問

プライバシーポリシー ｜ 三井住友銀行勧誘方針

Copyright © 2016 Sumitomo Mitsui Banking Corporation. All Rights Reserved.
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手続きが完了しました(The procedure is complete )

受験番号 Examination Number

学生氏名(カナ) Student Name (katakana)

住所種別 Address type

郵便番号 Postal Code

住所 Address

宛名 Addressee’s name

電話番号 Telephone number

納付方法 Number of payments

返金先口座としての利用可否 Use this account for refunds?

申込メールアドレス Application email address

登録日時 Registered date

生年月日 Date of Birth

画面を閉じてください。

不明点ございましたら本学までお問い合わせください。

神戸大学

：7777777

：テスト タロウ

：20001230

：学生住所

：6578501

：兵庫県神戸市灘区 六甲台町1番1号

：てすと たろう

：0788035136

：年２回払い

：返金が発生した場合は返金用口座にも利用し返金請求します

：kobe-daigaku@kobe-u.ac.jp

：2022-02-24 17:49:41

上記画面が表示されたら、登録完了です。

If the above screen is displayed , registration is complete.

お申込受付サイトへ戻る

金融機関情報

預金口座振替契約のお申込み手続結果

預金口座振替契約のお申込手続結果

預金口座振替契約のお申込み手続結果

三井住友銀行金融機関

六甲支店店舗

普通預金預金種目

1234567口座番号

ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ口座名義

国立大学法人神戸大学

情報

預金口座振替契約のお申込手続結果をご確認の上、「お申込受付サイトへ戻る」ボタンをクリックしてください。

※お支払い手続きが正しく行えませんので、ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。

お申込み先情報

お申込手続は正常に終了いたしました。

三井住友銀行グループ

SMBCファイナンスサービス

このページを印刷する

⋘

上記ボタンより、必ず申込受付サイトへお戻りください。

テスト タロウ 様

神戸大学 口座振替申込ページ

神戸大学 授業料 (寄宿料) 口座振替申込ページ
Registration page for automatic payment of Kobe University Tuition Fees (Dormitory fees)

Copyright(c) 2022 KOBE UNIVERSITY , All rights reserved.

[お申込受付サイトへ戻る]をクリックし、神

戸大学授業料(寄宿料)口座振替申込ページへ

戻ってください。

Click here to return to Kobe University 

registration page.

決済ステーションの申込手続結果が表示されます。

The application result is displayed.

決済ステーション 【SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱】

Copyright(c) 2022 KOBE UNIVERSITY , All rights reserved.
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