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授業料等納付金 振替口座の変更について 

 

 

授業料等納付金振替口座の変更は、インターネットにて受け付けております。以下の手順に従

って、手続きくださいますようお願い致します。登録手続きは、ログイン画面より金融機関サイ

トに移行して登録します。登録手続きは、インターネット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手続きは必要ありません。 

 

◎手続き期間 

 

毎月 10日までに手続き完了された方は当月 27日（金融機関が休日の場合は翌営業日）からの口

座振替より変更となります。 

 

◎始める前に 

手続きを始める前に以下のものを準備してください。 

① 学籍番号、学年、クラス 

② 口座変更完了通知用メールアドレス 

③ 登録する金融機関口座番号（預金通帳が必要な場合があります） 

④ 登録する金融機関口座の暗証番号 

 

◎口座登録全体の流れ 

ＳＴＥＰ１   

新規登録フォームログイン・・・ 学籍番号、学年、クラス、生徒氏名を入力します。 

 

ＳＴＥＰ２   

金融機関を選択・・・ ネット口座振替受付サービス画面で金融機関を選択し、登録口座の情報

を入力します。 

 

ＳＴＥＰ３  

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。 

 

ＳＴＥＰ１  変更手続きフォームログイン 

①パソコンからお手続きされる方は、次のアドレスより、スマートフォンからお手続きされる方

は、ＱＲコードより「変更手続きフォームログイン」画面に接続してください。 

 

 

 

https://account-ny.g-sb.net/jh/re_login/ 
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②学籍番号（６ケタ）・学年・クラス・生徒氏名（カナ）を入力してください。 

「個人情報の取扱いについて」を確認し、チェックボックスにチェックして「次へ進む」を押

してください。 

 

③氏名・学籍番号・学年・クラスを確認、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してくだ

さい。 

 

④「次へ進む」を押してください。 

 

内容に相違ないか確認してく

ださい 

変更手続き完了後10日以内に変更完了通知

のメールを送信させていただきます。迷惑

メール対策をされている方は

honbu@t.nishiyamato.ed.jp からのメール

が受け取れるように設定をお願いします。 



3 

ＳＴＥＰ２  金融機関を選択 

① 登録する金融機関を選択してください。 

 

 

②口座情報を入力し、入力内容に相違がないか確認し、「金融機関へ」を押してください。 

※指定された銀行によって画面内容は異なります。 

 

「金融機関へ」のボタンを押すとこの先は、ご指定の金融機関のサイトに遷移します。 

 

口座情報を入力し、 

「次へ進む」を押してください 

内容に相違がないか確認し、 

「金融機関へ」を押してください 
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ＳＴＥＰ３  金融機関サイトでのお手続き 

 

①これより先は指定された金融機関のサイトに遷移します。各金融機関の案内に従って手続きを

してください。 

【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。 

② 金融機関サイトの、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た場合は、次の「口座振替

登録完了」画面が表示されます。 

 

②金融機関サイトで、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」等のボタンを押すと「口座振替登録完了」の画面が表示されます。これで振替口座登録は完

了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面で振替口座登録は完了です 

ご協力ありがとうございました 

「完了通知のメールは送信されません」と記載がありますが変更手続き完了後10日以内に変更完了通

知のメールを送信させていただきます。メールが届かない場合は法人本部0745-73-6565までご連絡く

ださい。迷惑メール対策をされている方はhonbu@t.nishiyamato.ed.jp からのメールが受け取れるよ

うに設定をお願いします。 
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口座振替サービスに関するご案内 

① 口座振替サービスについて 

このサービスは三菱UFJ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 

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。詳細は三菱UFJファクター株式会社HPをご覧ください。 

https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/bank/ 

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「 DF.ニシヤマトガクエン」と表示されます。 

 

 

よくあるご質問一覧 

 

【Q1】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三菱UFJ

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。 

https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/bank/ 

 

【Q2】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。 

 

【Q3】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、原則保護者（学費負担者）または学生本人の口座を登録願います。 

 

【Q4】 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はどのように

したらよいでしょうか？ 

可能な限り、取り扱いのある金融機関での登録をお願い致します。やむを得ず取り扱いのない

金融機関をご希望の場合は、西大和学園法人本部までご連絡ください。（TEL：0745-73-6565） 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 学校法人西大和学園 法人本部 TEL:0745-73-6565 
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銀行コード 利用者認証
（金融機関が申込者を口座名義人であることを認識するための情報で、金融機関サイトで入力します）

三菱UFJ銀行 0005 暗証番号・口座名義人生年月日・三菱UFJダイレクトのワンタイムパスワード
みずほ銀行 0001 みずほダイレクトの契約者：お客様番号・パスワード・第2暗証番号
三井住友銀行 0009 暗証番号またはSMBCダイレクト契約者番号・第一認証
りそな銀行 0010 口座名義人生年月日・暗証番号（マイゲートの契約者：ログインID・パスワード）
埼玉りそな銀行 0017 口座名義人生年月日・暗証番号（マイゲートの契約者：ログインID・パスワード）
ゆうちょ銀行 9900 口座名義人生年月日・暗証番号（ゆうちょダイレクトの契約者：お客様番号・パスワード）
北海道労働金庫 2951 暗証番号
東北労働金庫 2954 暗証番号
中央労働金庫 2963 暗証番号
新潟県労働金庫 2965 暗証番号
長野県労働金庫 2966 暗証番号
静岡県労働金庫 2968 暗証番号
北陸労働金庫 2970 暗証番号
東海労働金庫 2972 暗証番号
近畿労働金庫 2978 暗証番号
中国労働金庫 2984 暗証番号
四国労働金庫 2987 暗証番号
九州労働金庫 2990 暗証番号
沖縄県労働金庫 2997 暗証番号
ジャパンネット銀行 0033 ログインパスワード
ソニー銀行 0035 暗証番号・取引暗証番号
楽天銀行 0036 ユーザーID・ログインパスワード
住信SBIネット銀行 0038 ユーザーID・ログインパスワード
ａｕじぶん銀行 0039 口座番号・暗証番号・画像認証
イオン銀行 0040 口座名義人生年月日・暗証番号
セブン銀行 0034 ダイレクトバンキングのログオンID・パスワード・キャッシュカード裏面記載の確認ナンバー
GMOあおぞらネット銀行 0310 ログインＩＤ・ログインパスワード
新生銀行 0397 暗証番号
あおぞら銀行 0398 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください
信用金庫 暗証番号・生年月日・口座残高下4桁
信用組合（一部利用できません） キャッシュカードまたは通帳をご用意ください
北海道銀行 0116
北洋銀行 0501
青森銀行 0117
みちのく銀行 0118
秋田銀行 0119
北都銀行 0120
荘内銀行 0121
山形銀行 0122
きらやか銀行 0508
岩手銀行 0123
東北銀行 0124 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください
北日本銀行 0509
七十七銀行 0125
仙台銀行 0512
東邦銀行 0126
福島銀行 0513
大東銀行 0514
群馬銀行 0128 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください
東和銀行 0516
足利銀行 0129
栃木銀行 0517
常陽銀行 0130
筑波銀行 0131

埼玉 武蔵野銀行 0133
千葉銀行 0134
千葉興業銀行 0135 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください
京葉銀行 0522
きらぼし銀行 0137
東日本銀行 0525
東京スター銀行 0526
横浜銀行 0138
神奈川銀行 0530
第四北越銀行 0140
大光銀行 0532

山梨 山梨中央銀行 0142
八十二銀行 0143
長野銀行 0533
北陸銀行 0144
富山銀行 0145
富山第一銀行 0534

石川 北國銀行 0146

Web口座振替受付サービス提携金融機関一覧表

銀行

都市銀行
ネット銀行
郵便局
その他

北海道

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

青森

秋田

山形

岩手

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

宮城

福島

群馬

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

栃木

茨城

千葉

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

東京

神奈川

新潟

長野

富山
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銀行コード 利用者認証
（金融機関が申込者を口座名義人であることを認識するための情報で、金融機関サイトで入力します）

福井銀行 0147
福邦銀行 0537
静岡銀行 0149 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください
スルガ銀行 0150
清水銀行 0151
静岡中央銀行 0538
大垣共立銀行 0152
十六銀行 0153
愛知銀行 0542
名古屋銀行 0543
中京銀行 0544
三十三銀行 0154
百五銀行 0155

滋賀 滋賀銀行 0157
京都 京都銀行 0158

関西みらい銀行 0159 口座名義人生年月日・暗証番号（マイゲートの契約者：ログインID・パスワード）
池田泉州銀行 0161 キャッシュカードおよび通帳をご用意ください

奈良 南都銀行 0162
和歌山 紀陽銀行 0163

但馬銀行 0164
みなと銀行 0562

鳥取 鳥取銀行 0166
山陰合同銀行 0167
島根銀行 0565
中国銀行 0168
トマト銀行 0566
広島銀行 0169
もみじ銀行 0569
山口銀行 0170
西京銀行 0570
阿波銀行 0172
徳島大正銀行 0572
百十四銀行 0173
香川銀行 0573
伊予銀行 0174
愛媛銀行 0576
四国銀行 0175
高知銀行 0578
福岡銀行 0177
筑邦銀行 0178
西日本シティ銀行 0190
北九州銀行 0191
福岡中央銀行 0582
佐賀銀行 0179
佐賀共栄銀行 0583
十八親和銀行 0181
長崎銀行 0585
肥後銀行 0182
熊本銀行 0587
大分銀行 0183
豊和銀行 0590
宮崎銀行 0184
宮崎太陽銀行 0591
鹿児島銀行 0185
南日本銀行 0594
琉球銀行 0187
沖縄銀行 0188
沖縄海邦銀行 0596

静岡

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

岐阜

愛知

三重

福井 キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

銀行

大阪

兵庫

岡山

広島

山口

島根

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください

キャッシュカードおよび通帳をご用意ください

鹿児島

キャッシュカードまたは通帳をご用意ください
沖縄

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

徳島

香川

愛媛

高知


