
学費口座オンライン登録の流れ

事前準備

以下のサイトにアクセスし、引落し可能な『金融機関』と『本人確認・口座確認に必要な項目』をご確認 ください。

＜ご利用可能金融機関確認方法＞
１．「三菱UFJファクター㈱ ネット口座振替受付サービス ご利用可能金融機関検索サイト」へアクセス

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

２．登録したい銀行名を検索し、画面右の「＋」をクリックします。画面が開き、「ご利用対象者・口座」

「本人確認・口座確認に必要な項目」を必ずご確認ください。

重要です！
「本人確認・口座確認に必要な項目」は、金融機関ごとに異なります。

オンライン登録の際に必要ですので、登録開始前に必ずお手元に情報をご用意ください。
※登録途中で中断しますと、セキュリティ上ロックがかかり３日間登録できなくなることがあります。

＜主な金融機関＞
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、PayPay銀行、セブン銀行、

ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、イオン銀行、GMOあおぞらネット銀行、
新生銀行、あおぞら銀行

地方銀行、信用金庫、信用組合は、サイト内の都道府県から検索してください。

ご登録期間

１．口座登録期間

３月５日（日）～３月１４日（火） までに登録完了してください。

※登録完了まで時間がかかることがあります。お早めにお手続きをお願いいたします。

２．口座登録サイト

東京学芸大学附属高等学校
https://mirai-compass.jp/student/tgakufuh/login.jsf

３．初回ログイン情報（初回ログイン時の流れは３P目をご覧ください）

ログインID： 受験番号を入力してください。

パスワード： 「生年月日」の前に「g」をつけた文字列を入力してください。

入力例 ：２００７年４月２日 → 「g20070402」 ←最初の「g」を忘れずに入力してください。

４．システムに関するよくある質問

サイトの右上の三本マークをご覧ください。

５．お問合せ
東京学芸大学附属高等学校 事務室 森下・押木
電話番号 03－3422－1997（平日 10：30～17：00  但し火曜日は除く）

https://mirai-compass.jp/student/tgakufuh/login.jsf


学費口座オンライン登録の流れ

学校より指定されたログイン情報（受験番号と初期パスワード）を入力し、
ログインします。

「口座振替申込」ボタンをクリックします。

Step１ 口座登録受付

貯金口座名義（カナ）を入力し、利用規約を確認の上、「受付」ボタンを
クリックします。

Step2 金融機関選択

「金融機関の選択」ボタンをクリックします。
※金融機関サイトへは別ウィンドウで遷移します。

Step3 口座登録完了

正常に完了しましたら、完了画面が表示され完了メールが届きます。マ
イページに戻り、右上のアイコンからログアウトしてください。
これでお手続きは完了です。

学費口座オンライン登録

以下のサイトにアクセスし、学費振替用の口座を登録してください。

Step０ ログイン画面へアクセス（パソコン・スマホ・タブレット）

マイページ

初回ログイン時は、今後連絡を受け取るメールアドレスとパスワードをご
登録ください。パスワードは８～１６桁の半角英数混在です。
初回ログイン時の流れは次のページをご覧ください。

金融機関
サイト

各金融機関の案内に従ってお手続きをしてください。
※本人確認・口座確認に必要な項目は事前にご準備ください。
複数回途中で中断すると、ロックがかかり３日間手続きできま
せんので、ご注意ください。



初回ログイン時の流れ

Step０ ログイン画面へアクセス（パソコン・スマホ・タブレット）

学校より指定されたログイン情報（受験番号と初期
パスワード）を入力し、ログインします。

Step１ ユーザ情報登録

これ以降のログインで使用するIDを作成します。
また、登録したいメールアドレスとパスワードも入力しま
す。

Step２ 確認コード入力

Step1で入力したメールアドレスに送られた確認コード
を入力し、「メールアドレス・パスワードを登録する」を
押下します。

Step３ 登録完了

これで登録完了です。マイページへを押下してくだ
さい。



よくあるご質問 （学費口座振替）

口座振替申込 （ネット口座振替受付サービス） でお困りのお客さま

Q： ネット口座振替受付サービスを利用できる金融機関を教えてください。 [101]

A： ご利用可能金融機関は下記サイト（三菱UFJファクター） をご覧ください。

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

■ ご利用金融機関の 「ご利用対象者・口座」 「本人確認・口座確認に必要な項目」
「ご利用可能時間」 をご確認の上、口座振替申込に お進みください。

■ ご利用の金融機関で必要となる項目（金融機関サイトへのログインID／パスワード、
キャッシュカードの暗証番号、生年月日、口座残高など）を準備ください。

Q： 金融機関の問い合せ窓口を教えてください。 [102]

A： 各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合せください。

■ 各金融機関の営業店（支店）窓口では対応できない場合があります。
各金融機関のコールセンター（お問合せご相談窓口）までお問い合せください。

・口座振替： 三菱UFJファクター株式会社 （ワイドネット）
・収納企業： 三菱総研DCS株式会社 （miraicompass）

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


Q： ネット口座振替受付サービスの登録が正常に完了しているか確認したい。 [103]

A： miraicompass「口座振替申込メニュー」よりご確認ください。
■ 登録が正常に完了している場合
マイページで引落口座情報が表示されます。

また、ご登録済のメールアドレスへお手続き完了のメールが届きます。

・ 件名： 【学校名】【口座振替申込】金融機関受付完了のお知らせ
・ 完了メールは迷惑メール設定によりブロックされる可能性がございます。
「@mirai-compass.jp」からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

※文言と画面イメージは変更する可能性があります。



Q： ネット口座振替受付サービスの登録が正常に完了しているか確認したい。 [103]

■ 再度お申込みが必要な場合
画面表示内容に従い、再度お申込ください。
下記のようなメールが届きます。

<例>
・ 金融機関サイトで中止または中断された場合
・ 金融機関での本人確認・口座確認にエラーが発生した場合

マイぺージにはこのようなメッセージが表示されます。

※文言と画面イメージは変更する可能性があります。



よくあるご質問 （学費口座振替）

Q： ネット口座振替受付サービスの口座振替登録は即時完了となりますか？ [104]

A： 金融機関により完了時期が異なります。
各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合せください。

■ みずほ銀行をご利用の場合は10営業日程、その他の銀行では5営業日程が目安となります。
■ miraicompassでの口座振替登録の確認方法は、
「Q： ネット口座振替受付サービスの登録が正常に完了しているか確認したい」を参照ください。

口座振替申込 （ネット口座振替受付サービス） でお困りのお客さま

※文言と画面イメージは変更する可能性があります。



Q： 引落口座の変更はできますか？ [106]

A： 学校の「学費担当者」へお問い合わせください。

■ 登録済の口座情報を、学校にて取り消し後、再度「口座振替申込」をお願いします。

Q： ネット口座振替受付サービスの手続き中、
エラーが起きて次に進めません、どうすればよいですか？ [105]
（例：画面が真っ白になってしまう。画面が進まない。ボタンが押せない。エラーメッセージが出る。など）

A： 金融機関の画面に進む前と進んだ後で対応が異なります。下記をご参照下さい。

■ 各金融機関の画面に進む前（ネット口座振替受付サービス）
三菱UFJファクターへお問合せください。
操作日より90日以内であればお調べすることができます。

・ 収納企業： 三菱総研DCS株式会社（miraicompass）
・ 口座情報： 金融機関名・支店名・口座番号・預金者名
・ 操作した日時
・ 現在開いている画面（金融機関選択 > 口座情報入力 > 口座情報確認 > 金融機関へ）の詳細

・ お問い合わせフォーム： < https://www.muf.bk.mufg.jp/info/general >
・ 電話番号： 0120-171-222

■ 金融機関の画面に進んだ後
各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合わせください。

Q： ネット口座振替受付サービスを利用できない口座名義（フリガナ）はありますか？ [107]

A： 金融機関により口座名義（フリガナ）に使用できる文字は異なりますが、
ネット口座振替受付サービスを利用できる口座名義（フリガナ）の文字は下記の通りです。

■ ご利用できない文字が口座名義（フリガナ）に含まれる場合は、別の口座での登録をお願いします。
■ ご不明点があれば、各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合わせください。

数字 0123456789

英字
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

カナ文字

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 ﾜﾝ
ｧｨｩｪｫｬｭｮｯ
ﾞﾟ
※口座名義人名に「ｦ」を含む場合は口座登録できません

記号 ()-.

スペース 半角スペース

https://www.muf.bk.mufg.jp/info/general
https://www.muf.bk.mufg.jp/info/general


よくあるご質問 （学費口座振替）

口座振替 （口座引落） でお困りのお客さま （1/1）

Q： 口座振替（口座引落）は口座振替日の何時に行われますか？ [201]

A： 各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合わせください。

■ 口座振替予定日の前営業日までに入金をお願いします。
各金融機関により口座振替タイミング(時間・回数）が異なります。
口座振替予定日は、下記のように事前にメールにてお知らせいたします。

Q： 口座振替（口座引落）の結果を確認したい。 [202]

A：引落口座の取引明細（通帳記帳・ネットバンク照会など）にてご確認ください。

お取引内容は「DF．ミライコンパス」と記帳されます。

■ miraicompassでは、口座振替日の3営業日後「口座振替状況照会メニュー」にて、
口座振替状況をご確認いただけます。

・ 完了： 引落完了
・ 未完了（理由）： 何らかの理由により引落不能

※文言と画面イメージは変更する可能性があります。



Q： 口座振替（口座引落）の不能理由を教えてください。 [203]

A： まずは miraicompass「口座振替状況照会メニュー」にて、口座振替状況・不能理由をご確認ください。
口座振替日の3営業日後の18時過ぎから、ご確認いただけます。

■ 不能理由は下記パターンが表示されます。
ご不明点があれば、各金融機関の「ネット口座振替受付サービス担当者」へお問い合わせください。

・ 残高不足： 預金残高不足
・ 預金取引なし： 口座解約・該当口座なし、口座情報相違
・ 預金者の都合による振替停止： 預金者からの依頼による振替停止、諸届に伴う振替停止
・ その他

マイページのお知らせメッセージ例

「口座振替状況照会メニュー」の画面例

※文言と画面イメージは変更する可能性があります。


