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１．授業料の免除等申請者 

授業料の免除・徴収猶予・月割分納を申請した場合であっても、授業料口座振替

の手続きは全員が行ってください。 

免除等の決定があるまで、口座振替は行いません。 

免除不許可、３分の２免除許可、半額免除許可、３分の１免除許可となった場

合、又は徴収猶予を許可された場合は、徴収猶予の最終期限（前期については 9

月、後期については 3 月の口座振替日）に口座振替を行います。 

２．預金口座の変更・解約 

預金口座の変更又は解約をする場合は、早めに所属の会計担当窓口に相談して

ください。 

 

 

6. 授業料の改定 

在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。 

（改定金額は東北大学 WEB サイト、掲示等によりお知らせします。） 

 

7. 学内進学者の手続き 

学内進学者(※)で既に振替口座を登録済の方は、登録情報を引き継ぐか、別の口座を新規登録

するかを選択することができます。自動で引継ぎは行いませんので、必ず「東北大学授業料口座振替

申込ページ」にアクセスし、手続きを行ってください。 

※ 本学の学部学生又は研究生として在籍し引き続き大学院に入学する場合、修士課程（前期課程）から博士

課程（後期課程）へ進学する場合、など。 

 

8. インターネットでの口座振替申込手続が困難な場合 

書面での申込みが可能です。手続きに時間を要しますので、学部学生については下記の問い合わ

せ先に、その他の学生については所属の会計担当窓口に早めにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

国立大学法人東北大学 

財務部 資金管理室 資金管理係 

〒980-8577 

宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番１号 

TEL ： 022-217-4896 

 

 

 

 

 

令和４年度 

授業料の口座振替について 
 

【手続きのご案内】 
 

 

 

 

 

在学中の授業料は、学生又は学資負担者（学生本人の学

資を主に負担している方）がお持ちの金融機関預金口座か

ら収納代行会社（ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社）

を通じて口座振替により納付していただきます。 

この案内に従い、口座振替の申込手続を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 北 大 学 

  

注意事項 

授業料口座振替についてのお問い合わせ先 
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1. 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① PC またはスマートフォンから、東北大学 WEB サイト内の「東北大学授業料口座振替申込ペ

ージ」へアクセスし、注意事項を確認のうえ、申込情報を入力します。 

② SMBC ファイナンスサービス(株)WEB サイトに遷移し、金融機関の選択、口座情報の入力を

行います。 

③ 各金融機関の WEB サイトに遷移し、各金融機関別に、本人確認・認証を行います。 

④ 「収納企業へ戻る」などのボタンを押下（必須）し、SMBC ファイナンスサービス(株)WEB サ

イトへ戻ります。 

⑤ 申込手続結果画面が表示されます。 

⑥ 「お申込み受付サイトへ戻る」のボタンを押下し、東北大学 WEB サイトへ戻ります。 

 

2. 東北大学授業料口座振替申込ページへのアクセス方法 

◆ 東北大学 WEB サイト（ https://www.tohoku.ac.jp/ ）へアクセスし、 

ホーム > 教育・学生支援 > 学生生活 > 入学料及び授業料等納付額・納付方法  

と進んでください。 

◆ 授業料の納付方法について の項目より、 

 

 

のボタンを押してください。 

 

3. 手続時期 

◆ 学部学生 

→ 入学者提出書類の提出（オリエンテーション）時までに、手続きを完了してください。 

◆ 大学院学生・研究生等（学内進学者の方は p.3 の７をご確認ください。） 

→ 申込に学籍番号の入力が必要ですので、自身の学籍番号を確認後、口座振替予

定月の前月末日までに手続きを完了してください。 

〔学籍番号は入学手続時・オリエンテーション時に学生証又は掲示等で確認願います。〕 

4. 令和４年度 授業料口座振替日 
 

※ この案内に記載されている口座振替日は 2022 年 1 月現在の予定です。 

※ 口座振替日については、この案内の他、東北大学 WEB サイトでもお知らせしています。次年度以降の口座振替日については、

東北大学 WEB サイトをご確認ください。（書面等による個別連絡は行いませんのでご了承ください。） 

 

◆ 学部学生、大学院学生（正規学生） 

前期 後期 

令和４年 5 月 2３日（月） 令和４年 11 月 24 日（木） 

 

◆ 科目等履修生、特別聴講学生（非正規学生） 

区分 前期 後期 

4 月入学者 所属の会計担当窓口に確認のうえ、銀行振込 令和４年 10 月 24 日（月） 

10 月入学者  所属の会計担当窓口に確認のうえ、銀行振込 

 

◆ 研究生等（非正規学生） 

区分 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 

4 月入学者 

所属の会計担当窓口に

確認のうえ、銀行振込 

令和 4 年 7 月 25 日 令和 4 年 10 月 24 日 令和 5 年 1 月 23 日 

5 月入学者 令和 4 月 8 月 23 日 令和 4 年 11 月 24 日 令和 5 年 2 月 24 日 

6 月入学者 令和 4 年 9 月 6 日 令和 4 年 12 月 23 日 令和 5 年 3 月 6 日 

7 月入学者 令和 4 年 10 月 24 日 令和 5 年 1 月 23 日  

8 月入学者 令和 4 年 11 月 24 日 令和 5 年 2 月 24 日  

9 月入学者 令和 4 年 12 月 23 日 令和 5 年 3 月 6 日  

10 月入学者 令和 5 年 1 月 23 日   

11 月入学者 令和 5 年 2 月 24 日   

12 月入学者 令和 5 年 3 月 6 日   

1 月入学者    

2 月入学者    

3 月入学者    

 

5. 口座振替に関する留意事項 

① 口座振替日の前日までに預金口座へ入金し、残高不足にならないようにご注意ください。 

② 口座振替が行われた場合は、預金通帳に「SMBC(トウホクダイガク」と記帳されます。（金融機

関によっては印字名等が異なる場合があります。） 

③ 【正規学生の方】 

残高不足等により口座振替が出来なかった場合は、翌月 23 日（金融機関休業日の場合は翌

営業日）に再度口座振替を行います。未納となった場合は、学資負担者宛に督促を行います。

再三の督促によっても未納の場合は、除籍となりますので、ご注意ください。 

④ 【非正規学生の方】 

残高不足等により口座振替が出来なかった場合は、所属の会計担当窓口に確認のうえ、銀行振

込で納付してください。 

東北大学授業料口座振替申込ページ
Tohoku University Automatic Tuition Fee Payment Registration Page

↑こちらの QR コードから 

アクセスできます。 
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1. Tuition Fee Waiver Applicants 

You must register a bank account for automatic payment of tuition fees even if you 

have applied for a tuition fee waiver, deferment, or permission to pay in monthly 

installments. 

If you are awarded a waiver, no tuition fee transfers will be performed. 

If you are not awarded a waiver, or are awarded a one-half/one-third/two-thirds 

waiver or a deferment, tuition fees will be withdrawn from your account when the 

deferment period expires (in September for first term, March for second term). 

2. Savings Account Changes/Closures 

If you change or close your savings account, please promptly inform your 

department's accounting office. 

 

6. Tuition Fee Revisions 

If tuition fees are revised while you are enrolled, the new fees will be effective from that time 

onward. 

(If tuition fees are revised, notices will be posted on the university website, bulletin boards etc.) 

 

7. Continuing at Tohoku University 

If you are continuing your studies at Tohoku University* and already have registered a bank 

account, you can choose whether to continue using the same account, or register a new account. 

However, your old account will NOT be automatically carried over. Be sure to access the Tohoku 

University Automatic Tuition Fee Payment Registration Page and perform the necessary steps. 

* For example, you are an undergraduate or research student who will continue on to graduate 

school, or will transition from a master to a doctoral curriculum etc. 

 

8. In Case you Cannot Register your Account Information Online 

You can register your bank account in writing. The registration process requires some time, so 

please inquire promptly. Undergraduate students, use the contact information below. Other 

students, please contact your department's accounting office. 

 

 

 

National University Corporation Tohoku University 

Finance Department, Fund Management Office, Fund Management Section 

980-8577 

2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 

TEL: 022-217-4896 

 

 

 

 

 

 

2022 Academic Year 

Automatic Tuition Fee Payment 

Procedure Guide 
 

 

 

 

 

While enrolled at Tohoku University, tuition fees are automatically 

transferred using a receiving agent (SMBC Finance Service Co., Ltd.) from the 

student's bank account, or the student's financial supporter's (person paying 

educational fees) account. 

Please follow this guide to register your account. 

 

 

 

 

 

 

Tohoku University 

  

Notes 

Send automatic tuition fee payment inquiries to: 
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1. Overview of Procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Access the Tohoku University Automatic Tuition Fee Payment Registration Page using a PC or 

smartphone, read the instructions carefully, then enter the registration information. 

② You will be taken to the SMBC website to select your bank and enter your account 

information. 

③ You will then be sent to your bank's website to confirm/verify your identity. 

④ On your bank's website, you MUST click the button marked "収納企業へ戻る" (return to 

receiving agent service) etc., to return to the SMBC website. 

⑤ A screen showing your registration results will be displayed. 

⑥ Finally, click the button labeled "お申込み受付サイトへ戻る" (return to registration site) to return 

to the Tohoku University website. 

 

2. How to Access the Tohoku University Automatic Tuition Fee Payment Registration Page 

◆ Access the Tohoku University website (https://www.tohoku.ac.jp/) 

From the top page, click on "教育・学生支援" then go to the "学生生活" section and click "入学料及

び授業料等納付額・納付方法." 

◆ In the section titled "授業料の納付方法について"   

click the button shown below: 

 

 

 

 

3. Registration Period 

◆ Undergraduate Students 

→ Finish registering your account no later than the deadline for enrollment material 

submission (Orientation). 

◆ Graduate/Research Students  

(Those continuing their studies at Tohoku University, please see p.3, section 7.) 

→ You need a student ID number to apply, so check your ID number and finish the 

registration procedures no later than the last day of the month before the month in 

which the transfer is scheduled. 

 

(You can check your student ID number on your Student ID Card or on the notice 

received upon enrolling or during orientation. )  

 

 

4. Tuition Fee Transfer Dates for AY 2022 

The automatic transfer dates listed here are current as of January 2022. 

※ Notifications about automatic tuition fee payment dates will be posted on the Tohoku University 

website as well. Check the Tohoku University website for next year's, or later, payment dates. (Please 

note that NO written notices will be sent to you.) 

 

◆ Undergrad., Graduate (Degree Students ) 

First Term Second Term 

May 23 (Mon.), 2022 November 24 (Thu.), 2022 

 

◆ Credited Non-degree & Special Auditing (Non-degree Students) 

Category First Term Second Term 

April Enrollees Inquire at departmental accounting 

office and pay by bank transfer. 
October 24 (Mon.), 2022 

October Enrollees 
 

Inquire at departmental accounting office 

and pay by bank transfer. 

 

◆ Research (Non-degree Students) 

Category 1st 2nd 3rd 4th 

April Enrollees 

Inquire at 

departmental 

accounting 

office and pay 

by bank 

transfer. 

July 25, 2022 October 24, 2022 January 23, 2023 

May Enrollees August 23, 2022 November 24, 2022 February 24, 2023 

June Enrollees September 6, 2022 December 23, 2022 March 6, 2023 

July Enrollees October 24, 2022 January 23, 2023  

August Enrollees November 24, 2022 February 24, 2023  

September Enrollees December 23, 2022 March 6, 2023  

October Enrollees January 23, 2023   

November Enrollees February 24, 2023   

December Enrollees March 6, 2023   

January Enrollees    

February Enrollees    

March Enrollees    

 

5. Notes on Fee Transfers 

① Please confirm that there are enough funds in your account to cover the fees at least one day in 

advance of the transfer date. 

② Tuition fees withdrawn from your account will appear in your bankbook as "SMBC (トウホクダイガク)." 

(Exact wording may vary depending on the bank.) 

③ Degree Students 

If the payment fails due to insufficient funds in your account, another attempt will be made on the 

23rd (or next business day if the 23rd is a holiday) of the following month. An overdue payment 

warning will be sent to the person paying your educational fees. If payment is not made after the 

third such warning, you will be expelled. 

④ Non-degree Students 

If the payment fails due to insufficient funds in your account, inquire at your departmental 

accounting office and pay by bank transfer. 

東北大学授業料口座振替申込ページ
Tohoku University Automatic Tuition Fee Payment Registration Page

↑QR code 
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