授業料が

クレジット

学校関係者
の み なさま

カードで

支 払 え ます

t
r
a
m
s

手 数 料 は︑

納付者負担︒

QＲコードからWEBサイトにアクセス

学 費 公 共スマート払い

検索

学費公共スマート払い概要
学費納付者
学生

学校からの授業料、入学金等の納付通知書

Step�
完了通知
クレジットカード
“ショッピング枠”
での利用申込

当社
WEB サイト
Step� ～ Step�

学校

学生名義での
口座振込

“請

カード決済手続き

求

”

クレジットカード会社

振込先は学校が指定した銀行口座

�. ご利用可能な学校はインターネットバンキングによる学費納付を認めている学校に限ります。

�. 振込可能な学校は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規制 第４条７号ニに従います。

�. 振込可能金額は���万円/回、���万円/日、���万円/月（納付者のクレジットカード利用可能金額いずれかの低い方が上限となります）

�. 本サービスは、平成��年�月「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の一部の改正に伴う入学金等の納付手続の取扱等（第七
条 七の二）により��万円を超える振込の本人確認の簡素化を可とすることにより実現したサービスです。

�. 学費納付者の方には、クレジットカードのショッピング枠により当社電子マネーを購入していただき、当社の資金移動業の事業により学費納
付者の指定する口座に資金を代行送金することでサービスとして成立しております。

シ ョッピング枠でのご利用となります

手続き完了から振り込み完了まで

�. ご利用可能なクレジットカードは「VISAカード」
「マスターカード」です。

�. 通常、申込み完了から�営業日以内に振込を完了いたします。
�.

オンライン送金ではありません。着金日には余 �. 本サービスでは、第三者によるクレジットカードの不正利用を防止す

裕をもってお申し込みください。

�. 振込完了後、登録メールアドレスに完了通知をお送りいたします。

学校への振込名義は

るため、�Dセキュア（本人認証サービス）を採用しております。
詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.nttsmarttrade.co.jp/credit/�d/

�. 学校の指定した「識別番号（学籍番号等）」と
「学生氏名」を「振込人名義」として振込を行います。

�. 学校の口座には「当社名」ではなく
「振込人名義」として銀行インターネットバンキングによる振込として入金確認されます。
�. 振込人名義は「識別番号」
「 学生氏名」合計��文字となります。
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本サービスにかかる
「費用」
は
ご利用する方（学費納付をする方）

着金する学校法人（学校側）

・ 振込金額の�.�%の手数料を頂戴いたします
（振込手数料は当社負担）。 ・ 費用はかかりません。

・ インターネットバンキングによる振込と同様の取扱となります。

・ ショッピング枠でのご利用ですのでポイントの対象となります。

海外からの学費納付について
・ 本サービスは日本国内のみの対応となります（日本国内の居住者→日本国内の学校への振込サービスとなります）。

・ 海外（国内非居住者）から国内の学校への納付について検討されている学校法人様には、クレジットカード加盟店登録をしていただき、決済
を行うシステムの導入をお奨めします 。詳しくはＰＸをごらんください

導入にあたって学校側で準備する事項

・ インターネットバンキングによる振込を受入してしていただく
（だけ）です。

-

・ 予め当社に銀行口座情報をご連絡いただければ、
「 口座番号」
「 口座名義」の自動入力設定をいたします（無料で設定いたします）。
・ 当社と学校法人の間には契約締結の必要はございません。当社・クレジットカード会社・学費納付者の三者による契約となります。

・ 本サービスは、当社から学校の銀行口座に学費を振込代行するサービスです。

ご利用上の注意

・ 対応カードは、国内発行の「VISAカード」
「マスターカード」の２ブランドカードになります。
・ �Dセキュアに対応していること。 https://www.nttsmarttrade.co.jp/credit/�d/

・ 納付者と学生氏名が同一名義である必要はございません。クレジットカード保有者と学生氏名を入力する欄は別にございます。
・ 振込金額

学校が指定した納付金額をご自身でご記入ください（金額の上限、金額誤りなどないようご注意ください）。

・ 納付先（学校）の振込口座は学校から納付者に指示のある口座をご記入ください。原則当社は学校の振込口座の個別問い合わせ対応
はいたしません （一部学校には自動入力対応している学校がございます）。

振込金額についてのご注意
・ ���万円を超える振込はお手続きいただけませんのでご注意ください。
【例】

×：学費���万円を��万円と��万円に分けた振込

×：学費・実習費など内訳のわからない１００万円を超える納付金を合計���万円未満複数回に分けた振込
○：学費の前期分・後期分を前期分、後期分として同日に�回に分けた合計金額が���万円を越える振込

○：入学金・学費・実習費：��万円・��万円・��万円といった複数項目の学費支払を複数回に分けた振込

・ 利用制限

�回の上限額 ： ���万円

・ 手数料

�日の上限額 ： ���万円

�ヶ月の上限額 ： ���万円

支払金額の�.�％を納付者から頂きます
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ご利用方法
学 校の入学金・授業料がクレジットカードで支 払えます。

Step1

利用規約に同意し、
メールアドレスを入力して送信してください。

規約に同意いただいた方
のみご利用いただけます。
メールアドレスを入力し
送信ボタンを押して
ください

Step2

入力したメールアドレスに当社より、
下記メールをお送りします。
支払い手続きを行うためのURLを記載したメールが送られてきますので、
URLをクリックして情報入力画面に進んでください。

【送付メール】

クリックするとウェブブラウザで、
次のページの画面が表示されます。
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Step3

お客様情報入力し、
確認画面をご確認ください。

大学より指示された口座
を入力してください。

��文字まで入力可能です。
名義間違えに
ご注意ください
合計最大��文字
但し銀行により表示文字数は変わります。
識別番号が優先して表示されます。

ご利用いただけるクレジットカード
は、国内発行のVISAカード、
マスタ
カードです。
要�Dセキュア
（本人認証サービス）
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Step4

入力内容をご確認の上、申込ボタンを押してください
（�Dセキュア入力画面に移動します）。

納入学費が表示されます。

ご確認ください。

＜本人認証画面例＞

自動計算されます。

�Dセキュア入力画面に移動します
�D セキュアの認 証 が必 要です。�D セキュア（本 人 認 証サービス）の手 続きはお済 みですか？

本サービスでは、第三者によるクレジットカードの不正利用を防止するため、�Dセキュア（本人認証サービス）を採
用しております。�Dセキュアはカード発行会社にパスワードなどの必要情報を登録するだけで簡単にご利用できま
す。利用手続きをしていないお客様は、手続きをしてからお進みください。
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Step5

申込み完了です。

【受付完了メール】

Step6

支払い完了
原則、申込み手続き日（取引日）
の翌々営業日までに振込み処理を実施いたします。振込みが完了すると利用者が登録したメールアドレ

スに
「振込み完了通知」
メールが届きます。

【振込完了メール】
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Point（学校様へのご利用のご案内）
無料で提供いたします。

❶ チラシの印刷（学校側に送付いたします。）
❷ 学校口座名義・口座番号の入力補完
事前連絡いただければ、
学校名(かな・漢字)を入力すると学校候補が表示され選択することで
振込口座情報を自動入力することができます。
学校様より学校口座情報を通知いただければ、
振込口座を補完入力をいたします。

xxx

学校名・学部名の入力補完機能により、
➀金融機関コード
➁支店コード
➂振込先口座種別
➃振込先口座番号
➄振込先口座名義
➅振込人名義
の自動入力の設定が可能です。

xxxxxxxx

xxxxxxxx

申込み用紙はこちら

https://soukin.chocom.jp/cb/bank.xlsx
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よくあるご質問

�. 申込み完了から�営業日目に振込を完了いたします。振込手続きには余裕を持ってお申込ください。
�. 本サービスはオンライン送金ではありません。振込先の確認など審査の上振込手続きを行います。

�. 振込完了後、登録メールアドレスに振込結果を送信いたします。振込人が学校に着金確認をしていただくように規約
にてご案内しております。

�．振込口座の名義違い、
口 座番号違いなどがありました場合は振込を中止し、
お支払いいただいた全額
（と送金手数料）を
お使いのカードに返金いたします。ご利用のカード会社によりましては返金完了するまでに最大一週間程度かかる場
合がございます。振込口座情報は手続き時に確実にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

�. 予め学校様に銀行口座情報をご登録いただければ、
「 口座番号」
「 口座名義」自動入力を設定いたします（無料で設定
いたします）。

�. 導入にあたって学校側でご準備いただく事項は、インターネットバンキングによる振込を受入してしていただく
（だけ）
です。当社と学校法人の間には特に契約の必要はございません。当社・クレジットカード会社・学費納付者の三者によ

る契約となります。本サービスは、当社が学費納付者に代行して学校の銀行口座に学費を送金するサービスです。

�. 本サービスは日本国内のみの対応となります（日本国内居住者→日本国内学校へのサービスとなります）。海外（国

内非居住者）から国内の学校への納付について検討されている学校法人様には、
「クレジットカード加盟店登録」のご
利用をおすすめしております。詳しくは当社までお問い合わせください。

�. その他ご注意いただきたい事項
・ 対応しているクレジットカードは、国内発行の「VISAカード」
「マスターカード」の２ブランドカードになります。
・ �Dセキュアに対応していること。https://www.nttsmarttrade.co.jp/credit/�d/

・ 納付者と学生氏名が同一名義である必要はございません。クレジットカード保有者と学生氏名を入力する欄が
別にございます。

・ 学校が指定した納付金額をご自身で入力いただく必要があります（金額の上限、金額誤りなどないようご注意
ください）。

・ 当社の決済方法としては「�回払い」のみとなっております。カードによりましては、リボ払い・分割払いの設定が
可能な場合があります。カード会社に事前にご確認いただきますようお願いいたします。

�. 識別番号、氏名の欄は合計��文字までご利用いただけます。識別番号��桁・氏名��桁の入力エリアを設けておりま
す。識別番号��桁で収まらない場合には、氏名入力欄��桁目以降の識別番号を入力してください。その次に続けて

《氏名（全角カナ）》を”スペースなし”で入力してください。学校側には識別番号・氏名と続いて��文字を送信いたしま
す。

申込から入金完了までのタイムライン
�：�� ～ ��：��

申込内容の

当社より学校への

振込結果の

１営業日目

� 営業日目

３営業日目

３営業日目

申込日

当社より申込受付メールを送信
します。

確認

払込

※不明な内容がありましたら当
社より、登録いただいたメール
アドレス、電話番号にお問合せ
をする場合があります。
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メール送信

ご利用実績
学費スマート払いで学費振込口座の入力補完
（自動入力）を導入いただいている学校
（導入順）
神戸女子大学

一橋大学（入学料・授業料）

武蔵野大学

専門学校デジタルアーツ仙台

神戸女子短期大学

仙台総合ビジネス公務員専門学校

東京都市大学

仙台総合ペット専門学校

関東学院大学

仙台保健福祉専門学校

京都聖カタリナ高等学校
日本経済大学
日本経済大学

日本経済大学

専門学校デジタルアーツ東京

至誠館大学（東京キャンパス）

東京渋谷キャンパス

至誠館大学（萩本校キャンパス）

神戸三宮キャンパス

リハビリテーションカレッジ島根

福岡こども短期大学

板橋中央看護専門学校

リンデンスクール小、中高学部

北陸大学

多摩美術大学（TCL)

学校法人メイ・ウシヤマ学園

東海アクシス看護専門学校

ハリウッド大学院大学

大原簿記公務員専門学校宮崎校

ハリウッド美容専門学校

宮崎情報ビジネス医療専門学校

福岡南美容専門学校

宮崎ペットワールド専門学校

八洲学園高等学校

宮崎サザンビューティ専門学校

宮崎医療福祉専門学校

宮崎福祉医療カレッジ

宮崎ユニバーサル・カレッジ

小林看護医療専門学校

シェフパティシエ専門学校
日本電子専門学校

学費公共スマート払いの学費納付方法を WEBページでご利用いただいている学校

日本総合医療専門学校

専門学校日本デザイナー芸術学院

宝塚医療大学専門学校

学費公共スマート払いにより振込が可能な学校および納付可能な項目

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する
高等課程及び専門課程に限る。）に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの。

（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

第４条７号ニ）
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学費スマート払いをご利用いただいた振込実績のある主な学校（五十音順）

青山学院大学

産業能率大学

日本女子大学

跡見学園

慈恵第三看護専門学校

日本大学通信教育部

亜細亜大学

石川県立鶴来高等学校
大手前大学

桜美林中学校

大阪行岡医療専門学校長柄校
大妻学院

大妻高等学校

大原簿記公務員専門学校小倉校
大西学園小学校

岡山学芸館高等学校
岡山理科大学
神奈川大学

金沢工業大学

川村学園女子大学
関西学院大学

京都外国語大学

京都経済短期大学
京都産業大学
京都精華大学

京都明徳高等学校
近畿大学

国立音楽大学付属小学校
慶應義塾大学
甲南大学

神戸女子大学

駒沢女子大学
駒澤大学

埼玉工業大学
サイバー大学

三幸学園

篠田看護専門学校

日本大学

日本大学芸術学部
日本大学法学部

上越教育大学

日本大学松戸歯学部

上智大学

日本薬科大学

昭和第一高等学校

梅花女子大学

住田美容専門学校

広島国際大学

精華学園高等学校

広島大学

成蹊大学
専修大学

専修大学松戸高等学校
高田短期大学

中央医療技術専門学校
筑波大学

福島大学

福田学園

法政大学

法政大学通信教育部
北海道科学大学

北海道情報大学通信教育部

辻調理師専門学校

宮城大学

田園調布学園大学

武庫川女子大学

桐蔭学園

武蔵野大学

東京観光専門学校
東京工科大学

東京ベルエポック美容専門学校
東京未来大学

明治高等学校
明治大学

明星大学

山形調理師専門学校

東京薬科大学
東京理科大学

東杜学園国際マルチビジネス専門学校
東放学園専門学校

龍谷大学

ルーテル学院大学

麗澤中学・高等学校

早稲田外語専門学校

東洋大学

早稲田大学

中村学園大学
奈良女子大学

西日本工業大学

日本外国語専門学校

※本掲載校は過去に学費スマート払いをご利用いただき振込を行った実績のある主な学校になります。

振込口座、振込に必要な情報などはお手数ですがご自身でご確認くださいますようにお願いいたします。

（当社では学費振込口座番号のお問い合わせ、振込時の識別番号につきましてのお問い合わせは対応しておりません）
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一回の学費納付金額が３０万未満の学校様へ
コンビニ収納・インターネットバンキング・ATM払いによる学費収納方法のご案内

学費納付者
ATM
インターネットバンキング

銀行

コンビニ
払い

コンビニ

学費スマート払い

クレカ

当社

納付通知書
の
郵送
（の代行）

学校

納付通知書にコンビニ払い用バーコードの印刷をし、
コンビニ操作を可能にします。
初期設定により送付にあ

たって、共通印字を行う

請求データより個別

エリアになります。

に印刷するデータ

学費 その他 個別に請求金額が異

なる場合はその項目・金額データ
を作成していただくこととなりま
す。

コ ン ビ ニ 払 い 以 外 の「銀 行
振込」
「クレカ払い」の案内
をこちらに入れます。

コンビニ払いのための用紙エリア
になります。

３０万円を超える納付通知書があ

る場合、本様式にての作成ができ
11

ません。ハガキ型の納付通知書に
よる発送方式のみとなります。

銀行口座振替・クレジットカード
自動引き落としをご検討の学校様へ

学校指定の銀行口座で残額不足のため、業務が煩雑になっている学校様へ、
クレジットカード・メインバンクからの自動引き落としで業務の簡略化をいたしませんか？
貴社のお客様

貴校
(貴社と貴社のお客様とのお取引)

❶ 口座振替依頼書

❺ 請求データ
❻口座振替処理

❷ 口座振替依頼書

❸ 口座振替依頼書

❹ 請求データ

お客様の金融機関

❽ 振替結果データ

❿ 回収代金のお振込み

預金取引

NTTスマートトレード

❼ 振替結果データ

❾ 回収代金

弊社では貴校のサービスシーンに合せた多様な口座振替登録方法をご提供しております。
紙（口座振替依頼書）による登録

もっともオーソドックスな登録方法です。

弊社では、登録業務のアウトソーシングも受けております。

端末による登録

店頭等で端末にお客様のキャッシュカードを通して登録する方法です。
即座に登録できるメリットがあります。

端末に係る費用や通信費が発生します。

インターネット上での登録

貴校のWEB画面を通じて口座振替登録を行う方法です。
即座に登録できるメリットがあります。

システム接続に係る開発費用ならびに口座登録に係る費用が発生します。

※ 取扱件数により、
ご利用料金を提示させていただきます。

口座振替サービス�件あたりの価格はお問い合わせください
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留学生の入学金・学費納付の
「海外送金の手間」を軽減する方法をご提供します。
学費公共スマート払いは「国内の居住者」→「国内の学校」がご利用の条件になりますが、学校様に「加盟店」となっ

ていただくことで海外からのクレジットカードによる学費支払いが可能になります。

「学費納付通知」
の稼働を軽減する方法をご提供します
学費納付方法の選択

13

会社概要

会社名

事業内容

ＮＴＴスマートトレード株式会社
NTT Smart Trade Inc.
電子マネー発行事業
送金決済事業

その他金融関連事業

本店所在地

〒��� - ���� 東京都千代田区九段南 �- � - � りそな九段ビル �F

メールアドレス

info@nttsmarttrade.co.jp

ホームページ

https://www.nttsmarttrade.co.jp/

設立年月日

平成 �� 年�� 月�日

資本金

� 億 ��� 万����円

登録番号

関東財務局長第 ����� 号（資金移動業者）

関東財務局長第 ����� 号（第三者型発行者）

加入協会

一般社団法人日本資金決済業協会（資金移動業者・第三者型発行者）

株主

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（���%）

代表者・役職

代表取締役社長

中村芳博
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学校の入学金・授業料をクレジットカードで
銀行振込ができる日本初のサービス
学校の入学金・授業料をクレジットカードで支払えます

・・・・
本サービスは 学 費 納 付にかかるクレジットカード手 数 料 は 支 払う方にご負 担 頂きます

「学費公共スマート払い」サービスは、ATMやインターネットによる授業料の支払いを認めている学校

の指定口座にNTTスマートトレードのWebサイトで手続きすることで、クレジットカード振込みができる

サービスです。

学費・入学金
クレジットカード

大学・学校

学費・入学金のお支 払いサービスの特 徴

Point�
※�

[ 学校 ] の入学金・授業料

をクレジットカードを使って
納 付（銀行振込）できるサー
ビスです。
※� 学校教育法第１条に規定する小学校、中
学校、義務教育

振 込み

Point�

納付者が[学費・入学金] ※�の
支払いの申込みをすると、当
社がご指定の銀 行 口 座にご
指 定 金 額 を振込みをいたし
ます。

学校、高等学校、中等

※� 授業料その他これらに類するものの支払

高等専門学校又は同法第百二十四条に

法律施行規則第４条７号ニに定 めるも

教育学校、特別支援学校、大学若しくは

規定する専修学校（同法第百二十五条
第一項に規定する高等課程及び専門課

い（犯罪による収益の移転防止に関する
の）に限ります。

程に限る。）に対する授業料その他これ

らに類するものの支払い。

Point３

振込人名義は納付者のお名
前になります。受取人の通帳
には、振込人の名義として納
付者のお名前だけが記載さ
れ ま す ※ � 。当 社 名（ N T T ス
マートトレード㈱）は、受 取
人の通帳には記載されてな
いため、受取人は当社からで

Point４

送金送付用電子マネー購入
額と送金手数料は、
クレジット
カード会社から請求されます。
カードのご利 用 明 細 に は 、
「NTT学費スマート払い」or
「エヌテイテイガクヒスマート

はなく納 付 者から振り込ま
れたと認識します。

ハライ」と記載されます。通常
のカードショッピングと同様に
カードのポイントもつきます。

※� 振込先口座に通知する振込人名義には、学籍番号等学校が指示する識別番号、学生の氏名、合計最大��文字（銀行により表示される文字数は異なります）が表示されます。

【手数 料・利 用 制 限】
送金手数料

支払金額の�.�％を納付者から頂きます

【カード会 社 からの請 求について】

利用制限

�回の上限額 ： 学費・入学金／���万円
�日の上限額 ： ���万円
�ヶ月の上限額 ： ���万円

※ 本サービスでは１回払いとして当社よりカード会社に請求いたします。
リボ払い、分割払い、
スキップ払いなどはご希望される方が
カード会社にて事前に登録をお願い致します。

ＮＴＴスマートトレード株式会社

https://soukin.chocom.jp/cb/

〒��� - ���� 東京都千代田区九段南� - � - � りそな九段ビル�F
お問い合せ先

03-3515 - 0733

受付時間 :
� : �� ～�� : ��（土・日・祝日を除く）
����. �.�

