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学費等納付金　振替口座登録ガイド
　口座振替の実施にあたり、大学へ振替口座の情報をご提供いただくことが必要です。

以下の手順に従って、Web上でお手続きくださいますようお願いいたします。登録手続きは下図のように、本学HPから

金融機関サイトに移行して登録をします。手続きはWeb上での作業のみで完了し、印鑑の押印等、金融機関の窓口で

のお手続きは必要ありません。お手続きは10分ほどで完了いたします。

※みずほ銀行を振替口座としてご登録・変更される場合、みずほダイレクト認証（みずほダイレクトへの契約が必要）の

みとなっておりますので、手続きの際はご注意ください。

※�Webでの登録手続きが難しい場合は、書面での登録手続き（大学より登録用紙を郵送後、金融機関窓口で

の手続き）となりますので、必要事項を記載し、以下のアドレスまでご連絡ください。

（ご連絡先）國學院大學経理課　メールアドレス：keiri@kokugakuin.ac.jp

（必要事項）学籍番号・学生氏名・保証人氏名（保証人の方がご連絡される場合のみ）・

ご送付先の大学届出住所・電話番号

お手続きを始める前に以下のものをお手元にご準備ください。

①本学学生の学籍番号︵本ご案内通知の封筒の宛名右下【】内の数字6桁です︶

②お手続きをされる方のメールアドレス（大学届出の保証人又は本人等）
　※本登録手続きに必要なURLとパスワードをご案内するために必要です。
　　お手続き中に確認しやすいアドレスをご準備ください。
　　なお、このメールアドレスは登録手続きにのみ使用します。
③登録する金融機関口座情報（大学届出の保証人又は本人のものに限ります。

　どちらの口座を登録されるか、必ずご家庭内でご相談ください。）

④登録する金融機関口座の名義人の生年月日（大学届出の保証人又は本人等）

⑤登録する金融機関口座の暗証番号（大学届出の保証人又は本人等）

始める前に

STEP1

基本情報を入力

お申込者（口座名義人）の氏名、
生年月日、メールアドレスを入力
します。

STEP2

メール受信

入力したメールアドレスに金融機
関選択サイトのURLとパスワード
のメールが2通届きます。
（info@nekonet.co.jpより送信
されます）

STEP3

金融機関を選択

金融機関選択サイトにログイン
後、金融機関の選択、口座情報を
入力します。
※金融機関サイトは各金融機関
が運営しています。

STEP4

金融機関サイトでの
お手続き

各金融機関の案内に従ってお手
続きしてください。
（預金通帳が必要な場合があり
ます）

口座登録全体の流れ
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國學院大學ホームページより、下記の手順で、口座登録画面までお進みください。

スマートフォンからお手続きされる場合には、右記のQRコード（本学HP）から

口座登録画面までお進みください。

①國學院大學ホームページを開き右下の

　「在学生」ボタンを押す。

　※國學院大學ホームページトップ画面は

　　アクセスする時期によって変更される

　　可能性があります。

②「在学生・保護者の方へ」ページで下に移動し

　「学費・奨学金」カテゴリーの

　「学費等納付金」を押す。

③�「学費等納付金」ページで

　「口座登録・変更はこちら」ボタンを押す。

④口座登録画面へと移行します。

　次ページ以降の手順に従って、

　登録を進めてください。

登録画面へのアクセス

本学HP
QRコード

口座登録・変更は
こちら

学費等納付金
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ご注意ください！
１．各セッションにおいて、15分間操作されない場合はタイムアウトになりますのでご注意ください。
２．ブラウザの戻る、進む、再読み込みボタンは使用しないでください。必ず画面内のボタンを使用してください。
３．�登録手続きにあたりパスワードがメールで届きます。このパスワードは一度しか使うことができません。手続
きを途中で中断した場合等、手続きを完了しなかった場合は、再度最初（基本情報の登録・パスワードの取
得）からお手続きをお願いいたします。また、パスワードの有効期限はメール受信時より24時間です。

①注意事項等を確認し、チェックボックスにチェックをして「次へ」を押します。　

内容を確認して、
2か所にチェック

②基本情報を入力して「次へ」を押します。

学籍番号は本ご案内通知の
封筒の宛名右下【 】内の数
字6桁を入力
※ 学籍番号を誤っていると、

口座登録手続き自体はで
きますが、学費の振替口
座としてご登録できませ
んのでご注意ください。

登録手順

このメールアドレスに、
登録手続きに必要なURLと
パスワードが後ほど
送信されます。
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③内容を確認して「メール送信」を押します。

④「閉じる」を押してメールを確認します。

⑤登録したメールアドレスに2通メールが届きます。1通目に記載されているURLにアクセスします。

＊1通目：口座登録ページのURLのお知らせメール

「info@nekonet.co.jp」
からURL通知用とパスワー
ド通知用のメールが2通届
きます。
メールが届かない場合は、
① ドメイン指定受信設定
（メール受信拒否設定の
ドメイン指定解除を行う）

② URL付きメール拒否解
除の設定のご確認をお願
いいたします。
また迷惑メールフォルダ
等に入っていないか、確
認してください。

なお、設定方法の詳細や携
帯電話の操作方法は、携帯
電話各社またはメーカーに
お問い合わせください。

URLにアクセス
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⑥学籍番号とパスワードを入力してください。

⑦内容を確認して「次へ」を押します。

「お客様番号」には学籍番号を
「パスワード」にはメールで通知のあった
パスワードを入力してください。

学籍番号

＊2通目：パスワードのお知らせメール

このパスワードは、ワンタイムパスワードで
あり、1回に限り利用可能なパスワードで
す。またパスワードの有効期限はメール受
信時より24時間です。
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⑧口座登録を行う金融機関を選択してください。

⑨口座情報を入力し「次へ」を押します。

⑩入力内容を確認し「金融機関へ」を押します。
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この先は、ご指定の金融機関の
サイトに遷移します。

⑪金融機関サイトで手続きをします。

【各金融機関サイトでのお手続きについて】

① 手続きには銀行のキャッシュカードの暗証番号の入力が必要
です。通帳に記載してある最終残高を入力しなければならない
金融機関もあります。この暗証番号は口座名義人の本人確認
の為に必要であり、金融機関システム内でのみ使用され、
本学にこの情報は届きませんのでご安心ください。

② 金融機関サイトでは、最終ページに表示される「通知」「送信」
「ログアウト」「収納企業へ遷移」等のボタンを必ず押して
ください。登録が正常に完了しない場合があります。

③ 全てのお手続きが完了すると、本学から「完了メール」が届き
ます。
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（1）� 口座振替サービスについて

このサービスはみずほファクター株式会社の代金回収サービスです。

（2）� 登録可能な金融機関について

本お知らせの最終ページに、登録可能な金融機関一覧（一部抜粋）を掲載しておりますので、ご確認ください。

登録可能な金融機関は随時更新されます。詳細はみずほファクター株式会社HPをご覧ください。

（みずほファクターHP＞資料ダウンロード＞「代金回収」の「その他」の「提携先金融機関一覧表PDF」）

http://www.mizuho-factor.co.jp/dl/

（3）� 通帳表示文言について

口座振替が完了した場合は、通帳の摘要欄に「MHF）ガクヒコクガ」と表示されます。

※銀行により＜ミズホファクター＞等と異なる表記になる場合があります。

　國學院大學では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努め、安全管理のために

必要な措置を講じています。学費振替口座（自動振替）手続きにあたって提供された個人情報は、学費振替口座（自動

振替）業務及び学費等の事務手続きのために利用いたします。この利用目的の範囲を越えて使用したり、本人の同意

を得ずに第三者に提供したりすることはありません。なお一部の事務処理については、國學院大學より機密保持契約

に基づいた業務委託を受けた業者で行います。業務委託に際しては、学校法人國學院大學個人情報保護に関する規

程、ならびに國學院大學個人情報保護に関する規程に則り、業者に対して業務を遂行するために必要な範囲で、提出

された個人情報を提供し、適切に取り扱います。

　また、口座登録手続きにあたり、金融機関サイト上で暗証番号を入力する必要があります。金融機関によるご本人確

認のために必須ですが、この暗証番号を國學院大學や委託業者が知りえることはありませんので、ご安心ください。

ご不明点・お問い合わせ等がございましたら、國學院大學経理課までご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

國學院大學　経理課　（開室時間：月曜～金曜　9:00～17:00）

メールアドレス：keiri@kokugakuin.ac.jp　電話：03-5466-0115

ご登録いただいた口座情報の取り扱いについて

口座振替サービスに関するご案内
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【Q1】口座振替とはどのような仕組みでしょうか？

公共料金の自動引落と同様に、振替指定日に所定の預貯金口座から学費を自動的に引落をして領収させてい
ただく仕組みです。今回振替口座の登録手続きを一度行うことで、在籍期間中の学費納入手続きは自動的に
完了することになります。なお、振替手数料は本学が負担いたしますので、ご安心ください。

【Q2】WEB 口座振替受付サービスの取り扱いが可能な金融機関はどちらでしょうか？

全国の銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫等の預貯金口座でご利用いただくことが可能です。但し一部取
り扱いのない金融機関もありますので、本ご案内通知最終ページやみずほファクター株式会社（代金回収サー
ビス委託会社）HPをご参照ください。

【Q3】登録作業に必要なものは何でしょうか？

以下の情報が必要です。予めお手元にご準備ください。
①�本学学生の学籍番号（本ご案内通知の封筒の宛名右下【】内の数字6桁です）、②�メールアドレス、③�登録す
る金融機関口座情報、④�登録する金融機関口座の名義人の生年月日、⑤�登録する金融機関口座の暗証番号
※�みずほ銀行を振替口座としてご登録・変更される場合は、みずほダイレクト認証（みずほダイレクトへの契約
が必要）のみとなっておりますのでご注意ください。

【Q4】登録手続きの中で必要なメールアドレスは学生のものを入力するのでしょうか？

メールアドレスは、口座登録作業に必要な、HPのURLとパスワードを送信するためのものです。よって、登録手
続きをされる方のメールアドレスをご入力ください。

【Q5】キャッシュカードの暗証番号を入力することが不安なのですが…

ご心配をおかけして申し訳ありません。登録している方が本当に口座名義人なのか、金融機関が確認するため
入力が必須となっています。但し、暗証番号は金融機関のみが知り、本学には届きませんのでご安心ください。

【Q6】登録口座は学生本人の口座でも良いでしょうか？

口座名義については、原則大学に届け出ている保証人または学生本人の口座を登録するよう、お願いいたしま
す。どちらの口座を登録されるか、必ずご家庭内で相談の上、お手続きください。

【Q7】なぜ登録する金融機関口座の名義人の生年月日が必要なのでしょうか？

金融機関による口座名義人のご本人確認のために必要です。ご理解・ご協力をお願いいたします。

【Q8】 メールアドレスに届いたパスワードで手続きをしたのですが、パスワードが利用できませんでした。

このパスワードは一度しか使うことができません。手続きを途中で中断した等手続きを完了しなかった場合は、
再度最初（基本情報の入力作業・パスワードの取得）からお手続きをお願いいたします。また、パスワードの有効
期限は24時間以内です。発行から24時間以上経過した場合は、再度最初（基本情報の入力作業・パスワードの
取得）からお手続きをお願いいたします。

よくあるご質問一覧
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【Q9】登録が完了したにも関わらず、登録完了メールが届きません。

各金融機関のサイトで、最終ページにある「通知」「送信」「ログアウト」などのボタンを押して作業を完了しまし
たでしょうか？押し忘れてしまった場合は確認に時間を要するため、受付完了メールは翌日の夕方頃に届きま
す。翌日夕方頃にもメールが届かない場合は、正常に登録が完了していない可能性がありますので、再度最初
（基本情報の入力作業・パスワードの取得）からお手続きをお願いいたします。

【Q10】一度登録した口座を変更したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか？

口座登録受付期間であれば、再度WEBからの登録手続きを行っていただくことで、変更が可能です。再度変更
後の口座情報でのご登録手続きをお願いいたします。

【Q11】全納（1 年間分を一度に納入）で引落をすることはできますか？

口座振替手続きの都合上、前期分、後期分の年間2回に分けて引落をさせていただきます。引落口座に1年間
分の学費等をご準備いただければ、毎回の引落時に要する手続きはありませんのでご安心ください。

【Q12】スマートフォンも利用できますか？

ご利用いただけます。ＯＳ・ブラウザ等を最新版の状態にしてご利用ください。

【Q13】 Web 口座振替受付サービスの取り扱いのない金融機関を利用したい場合や、ネット環境がなく
Web で口座を登録することができない場合、どのようにしたらよいでしょうか？

書面での登録手続き（大学より登録用紙を郵送後、金融機関窓口での登録手続き）となりますので、必要事項
を記載の上、以下のアドレスまでご連絡ください。

（ご連絡先）國學院大學経理課　メールアドレス：keiri@kokugakuin.ac.jp
（必要事項）学籍番号・学生氏名・保証人氏名（保証人の方がご連絡される場合のみ）・

ご送付先の大学届出住所・電話番号
※ネット環境がない場合は経理課（03-5466-0115）までご連絡ください。
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○みずほ銀行 ○三井住友銀行 ○三菱UFJ銀行
○埼玉りそな銀行 ○りそな銀行
○ＳＭＢＣ信託銀行 ○みずほ信託銀行 ○三井住友信託銀行 ○三菱UFJ信託銀行
★あおぞら銀行 ○新生銀行
○イオン銀行 ○GMOあおぞらネット銀行 ○住信SBIネット銀行 ○セブン銀行
○ソニー銀行 ○PayPay銀行 ○楽天銀行

○青森銀行 ○秋田銀行 ○足利銀行 ○阿波銀行
○池田泉州銀行 ○伊予銀行 ○岩手銀行 ○大分銀行
○大垣共立銀行 ○沖縄銀行
○鹿児島銀行 ○関西みらい銀行 ○北九州銀行 ○紀陽銀行
○京都銀行 ○きらぼし銀行 ○群馬銀行
○佐賀銀行 ○山陰合同銀行 ○三十三銀行 ○滋賀銀行
○四国銀行 ○静岡銀行 ○七十七銀行 ○清水銀行
○荘内銀行 ○十八親和銀行 ○十六銀行 ○常陽銀行
○スルガ銀行 ○スルガ銀行
○第四北越銀行 ○但馬銀行 ○筑邦銀行 ○千葉銀行
○千葉興業銀行 ○中国銀行 ○筑波銀行 ○東邦銀行
○東北銀行 ○鳥取銀行 ○富山銀行

な ○南都銀行 ○西日本シティ銀行
○八十二銀行 ○肥後銀行 ○百五銀行 ○百十四銀行
○広島銀行 ○福井銀行 ○福岡銀行 ○北都銀行
○北陸銀行 ○北海道銀行 ○北國銀行

ま ○みちのく銀行 ○宮崎銀行 ○武蔵野銀行
や ○山形銀行 ○山口銀行 ○山梨中央銀行 ○横浜銀行
ら ○琉球銀行

信漁連･漁協 ○13の信漁連及び４の漁協がご利用できます。 (詳しくは､みずほファクターにお問合せください)
ゆうちょ銀行 ○全国のゆうちょ銀行

信用組合 ○殆どの信用組合がご利用できます。 （詳しくは、みずほファクターにお問合せください）
労働金庫 ○全ての労働金庫
信連・農協 ○殆どの農協がご利用できます。 （詳しくは、みずほファクターにお問合せください）

た

は

第二地方銀行 ○全ての第二地方銀行
信用金庫 ○全ての信用金庫　（信金中央金庫は指定できません）

都市銀行

信託銀行
ネット銀行
その他

○商工組合中央金庫

さ

外国銀行 ★シティバンク、エヌ・エイ

地方銀行

あ

か

利用金融機関一覧

※令和３年 5月時点
※最新の情報は登録可能な金融機関は随時更新されます。
詳細はみずほファクター株式会社 HPをご覧ください。
（みずほファクター HP ＞資料ダウンロード＞「代金回収」の「その他」の「提携先金融機関一覧表 PDF」）
http://www.mizuho-factor.co.jp/dl/




