
※2017年4月時点　教育旅行積立分野（当社調べ）

名簿のお預かり
保護者様の同意のもと、生徒様
の名簿※1をJTB営業担当者が
お預かりし、保護者様のお申込
み前にシステムに登録いたし
ます。

1 積立のご案内
Web申込の案内書面（保護
者様用）をお渡しいたします。
（旅行説明会などでJTB営業
担当者が直接配布する場合
もございます）

2 保護者様のお手続き
保護者様のパソコン・スマート
フォンから手順に従ってお申
込みいただきます。詳細は中
面をご覧ください。

3 お手続き状況の確認
お申込み締切日までにお手続き
が完了されていない生徒様（保護
者様）につきましては、請求書また
は払込票をお送りします。

4 ※2

※1 お預かりする情報は、学年、クラス、出席番号、カナ氏名などとなります。
※2 お手続きの確認を学校関係者様にお願いすることがありますので、ご協力のほどお願いいたします。

ご自宅のパソコンやスマートフォンでご都合のよい時間に申込みが
できる便利なサービスになります。

JTB教育旅行積立専用のWeb申込サービスだから

手続きもおまかせラクラク！
幅広い時間で対応可能に！ 書類不備によるやりとりもおまかせ！

Web申込では画面上で必要な情報を入力するので、申込書のように書き
間違えてはじめから書き直すということがありません。また入力漏れの項目
もエラーメッセージが表示されるので、入力漏れを防ぐことができます。

ゆうちょ銀行・信用金庫も含む流通系・ネット銀行にも対応し、今後
も順次対応金融機関を追加予定です。

全国約330の金融機関に対応！ 印鑑不要だからすぐに手続き完了

書類の紛失等のリスクがありません！ 厳重なセキュリティ

キャッシュカード、通帳、暗証番号などで簡単に登録可
能に。印鑑不要でオンラインで手続きが完了します。

書類を使用しないWeb申込な
ので、これまで心配だった申込書
の盗難・紛失の　
心配がありません。

JTB教育旅行積立システムはセキュリティマネジメントシステムに関する国際基準に適合した会社に委託し
開発しております。また、申込Webサイトで利用する集金代行サービスはＳＭＢＣファイナンスサービス株
式会社（三井住友銀行グループ）に業務を委託しております。インターネット通信時にSSL（Secure 
Sockets Layer）暗号化通信方式を採用しています。本方式は、現時点で最も解読が困難とされています。
これにより、お客様のパスワードや残高等の情報が盗聴されたり、書き換えられたりすることを防止してい
ます。高度なセキュリティ環境を実現し安心してお使いいただけます。

不要

■ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行の４行が法人口座取扱可です。
■お取扱できない金融機関がございます。順次システム対応を進めておりますが、最新の取扱可能な金融機関の情報はJTB営業担当者にご確認ください。
■Web環境が利用できない場合は、請求書もしくは払込票で対応させていただきますので、JTB営業担当者までご確認ください。
■名簿の提供は保護者様の同意が必要です。
■お手続きにかかる通信料はお客様負担となります。

利用にあたってのご注意

当サービスご利用にあたっては、以下の点をご注意ください。
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※

J TBの教育旅行積立

・安心のシステム管理！ 

・簡単操作で申込みから口座登録までスムーズに申込みできる！

・積立開始までとってもスムーズ！

・都市銀行・地方銀行の他、ゆうちょ銀行や信用金庫など
 日本全国の幅広い金融機関に対応！

「JTBの教育旅行積立」の手続きなら、安心・便利に積立いただけます。

一般的な
教育旅行積立手続き

JTBの
教育旅行積立では

学校関係者様

「教育旅行積立」Web申込システムで
安心・便利に積立いただけます。

●個人情報の記載された書類の盗難・紛失が心配　●手書きの書類が面倒
●銀行の届出印がどれだったか忘れてしまい銀行での確認に時間がかかる

名簿

保護者様JTB営業担当者

PC・スマートフォンで
カンタン手続き

JTB教育旅行積立申込Webサイト

見やすく
わかりやすい
申込画面

最新の登録状況を
確認します。 お申込み

名簿

便利

口座登録がWebからすぐにできます！
簡単

安全のセキュリティで保護者の方もより安心！安心

JTB教育旅行積立は、専用のWebサイトよりお申込みいただきます。
国際基準に適合したセキュリティマネジメントシステムを導入しておりますので、
安心してご利用ください。
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ご 登 録・お 手 続 き の 流 れ

完 了
申込Webサイト
を開く

旅行番号入力
個人情報の取扱に
関する同意確認

本人確認
情報入力

本人確認完了・
お支払い方法申込へ

お支払い方法選択・
基本情報入力

お支払い方法申込完了・
完了メール送信

配布したご案内状に記載された旅行番号をご入力ください。
※QRコード読み取りの場合は入力不要です。
※QRコードが文字化けした場合は、ブラウザのエンコードを
日本語（JIS）に変更してください。

ご利用上の注意をお読みいただき、個人情報の
取扱についてご確認ください。

〈パソコンの場合〉 
案内状記載のURLを、ブラウザに入力して
申込Webサイトを開きます。

〈スマートフォンの場合〉
案内状記載のQRコードを読み取り、申込
Webサイトを開きます。（URL入力でも可能） 利用規約、および同意書に同意いただけるか確認が

あります。内容をご確認の上で、「同意する」にチェッ
クして、次へお進みください。
申込情報（お支払い方法※1、漢字氏名※2、住所、電話
番号）など、必要な情報をご入力ください。
お支払い方法で払込票（コンビニ払い）を選択され
た方は手続き完了です。ご登録のメールアドレスに
申込完了のメールが届きますのでご確認ください。
口座引落の場合は次の手順に続きます。
※1 表示のあるお支払い方法をご選択ください。
※2 外国籍のお客様など、漢字の氏名がない方は、
漢字入力部分もカタカナで入力をお願いいたします。

保護者様

STEP5のお支払い方法を「口座振替」選択の場合、外部（金融機関）の登録サイトに移動して自動口座振替の設定をお願いいたします。
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトへの遷移（積⽴を選択した場合）－
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口座振替を選択した方は
「お支払い方法選択確認」

画面の右下「次へ」
ボタンを押すと

「SMBCファイナンス
サービスサイト
（外部サイト）」に
画面が移動する旨の
案内が表示されます。

本人確認のためご利用口座の通帳・キャッシュカードの
情報が必要となります。お手元にご用意ください。

ボタンを押すと
「SMBCファイナンス
サービスサイト
（外部サイト）」
画面が移動する旨の
案内が表示されます。

これで手続き完了です。
ご登録のメールアドレスに申込完了のメールが届きますのでご確認ください。
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�⾦融機関のサイトで登録が完了すると、再度、����ファイナンスサービスサイトに戻ります。登録した⾦融機関情報等の最終

確認画⾯が表⽰されますので、⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し�����������������
	��

�����サイトに遷移し「⼝座情報登録完了」の画⾯が表⽰されれば全て完了です。���������
������	��

���� ���

�����������������������サイトに戻ります。お⼿続きはこれで完了です。

「⼝座情報完了」画⾯が表⽰され、 ご登録のメールアドレス宛に完了通知メールが送信されます。

��）契約者⼊⼒画⾯������ ������������������
��サイトへの遷移と⼿続き完了画⾯－
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「⼝座情報登録完了」後に⽀払⽅法を変更することはできません

スマートフォンでもエラーは表示されます。

生徒氏名同様に、保護者氏名（漢字・フリガナ
ともに）も「全角」で入力をしないとエラー
メッセージが表示されます。

金融機関サイト

利用規約をご確認いただき［同意する］ボタンを
押して次にお進みください。

Web口振受付サービス

利用規定確認 口座情報確認

【重要】不正にポップアップ画面を表示させる等によって、認証情報を盗み取ろうとする犯罪にご注意ください。

本サービスでは、ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンを使うとお手続きを正常に完了することができません。
お手続きが完了するまでは、各画面に表示されるボタンを必ず押してください。

ご注意

本サービスにより、口座振替の申込手続きがオンラインで完了します。
お手続きを進めるには、利用規定をご確認いただき、「同意する」ボタンを押してください。

※本人確認のため、口座の残高が必要となりますので通帳をご用意ください。なお、通帳を発行していない
口座（ステートメント型総合口座、インターネット支店）の方は、インターネットバンキングなどで現在残高を
事前確認しておいてください。

旅たび銀行

本人確認 口座振替申込 完 了

Web口振受付サービス利用規定 利用規定のダウンロード（PDF形式）

Web口振受付サービス利用規定

Web口振受付サービス（以下、「本サービス」といいます）の利用者（以下、「お客さま」といいます）は、
以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、
本サービスを利用するものとします。

1.（サービス内容）
本サービスは、お客さまが、当行指定の収納機関（以下、「収納機関」といいます）に対する諸料金等の支払い
に関し、お客さまの指定する口座（以下、「対象口座」といいます）を対象として、パーソナルコンピューター、
携帯電話その他の端末機（後記４．で定義します）から、インターネットを通じて、後期６．の預金口座振替契約
の締結を申込むことができるサービスをいいます。

２．（利用対象者）
本サービスは、後記３．の対象口座および当該口座のキャッシュカードを保有している預金者本人（個人）で、本規

同意しない 同意する

Web口振受付サービス

利用規定確認 口座情報確認

以下の内容でよろしければ、「口座振替申込」ボタンを押してください。

旅たび銀行

本人確認 口座振替申込 完 了

中 止戻 る 口座振替申し込み

口座振替を申込む収納機関
口座振替を申込む収納機関 株式会社JTB

お客さま口座情報
支店名［支店番号］ インターネット支店［111］

科目 普通

口座番号 1234567

口座名義人名 コウツウ　タロウ

本人確認
口座名義人生年月日 2000年1月1日

口座残高下４桁 ****
キャッシュカードの暗証番号 ****

口座振替申し込み

入力した情報を確認し
［口座振替申込］ボタンを押すと

「SMBCファイナンスサービスサイト」
に移動します。

画像は標準的な手続き画面です。
金融機関により手続きに必要な情報や入力画面数、
サービス内容に関するご案内等が異なります。

ブラウザの「戻る」ボタンは
使用しないでください。

申込Webサイトに、旅行番号、生徒情報、メールアドレスをご入力くだ
さい。登録内容が確認されると、以降の手続き案内メールが、登録した
アドレスに送信されます。
※登録頂くアドレスの前後に空白が入っていると、送信されません。
※パソコンやスマートフォンにドメイン設定をされているお客様の
場合、弊社からお送りするメールが届かない可能性がございます。
ドメイン設定を解除していただくか、弊社ドメインを受信リスト
に加えていただきますよう、お願いいたします。

スマートフォンでもエラーは表示されます。

※入力された情報に１項目でも漏れや相違があると、［送信］ボタンを押してもエラーが表示されます。
※画像認証について：画像更新を押下しても文字が表示されない場合は、ブラウザを閉じて、時間を
おいてから手続きしてください。解消されない場合は他端末での操作をお試しください。
※文字を入力しても「画像認証用の文字を入力してください。」と表示される場合は、次の内容をご確認ください。
・半角数字で入力されているか。　・5桁の数字を正しく読み取って入力されているか。
※正しく読み取れない場合は、画像更新ボタンで表示される文字を変えて再度入力してください。
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��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトにてご利⽤⾦融機関情報を⼊⼒する－

�

����ファイナンスサービスの⼊⼒画⾯に⼊ります。�������������������������
	���

「ご利⽤⾦融機関の選択」

��������

�「⼝座振替情報の⼊⼒」

������ ����

�「⾦融機関のサイト」

�「預⾦⼝座振替契約のお申込⼿続結果」

尚、「⾦融機関のサイト」にてキャッシュカードの暗証番号や契約者の⽣年⽉⽇等を⼊⼒し、本⼈認証をしていただきます。

�⾦融機関を選択し、「決済ステーション利⽤者同意事項」に同意し次に進みます。

SMBCファイナンスサービスサイト

ご利用の金融機関を
選択ください。

（信用金庫を選択すると、口座名義人の
生年月日の入力が必要）

パソコンもしくはスマートフォンのブラウザから
インターネットに接続して手続きいただきます。
※通話専用の携帯電話ではご利用いただけません。
※セキュリティ上、Free-Wi-Fiでの接続はお控えください。

お支払い方法選択・基本情報入力

STEPSTEP

11

STEPSTEP

33

STEPSTEP

55

お支払い方法選択・基本情報入力（続き）

STEPSTEP

55

登録した金融機関情報等の
最終確認画面が
表示されます。

入力内容に誤りがないか
ご確認ください。

SMBCファイナンスサービスサイト

［お申込受付サイトへ
戻る］ボタンを
押していただくと、

JTBサイトに移動します。

お支払い方法申込完了・完了メール送信

STEPSTEP

66

STEPSTEP

22

旅行番号入力

申込Webサイトを開く

個人情報の取扱に関する同意確認

本人確認情報入力

STEP3でメールアドレス宛てに送信されたURL
をクリックし、申込手続き画面に入ります。申込
手続き開始画面では、「学校名」「ツアー名」が表
示されますので必ずご確認いただき、「お支払
い方法申込へ」ボタンを押してください。
※URLの有効期限はSTEP3完了後から24時間以内です。
24時間経過後、URLは無効となりますので改めて
STEP1から手続きとなります。

STEPSTEP

44 本人確認完了・お支払い方法申込へ

STEP

11

STEP

22

STEP

33

STEP

44

STEP

55

STEP

66
はじめに

はじめに

お手続き
の目安 約 分15
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�⾦融機関名・店舗名・預⾦種目・⼝座番号・⼝座名義の⼊⼒が全て完了すると、最終確認画⾯が表⽰されますので、

⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し、�⾦融機関サイトへ�ボタンを押します。次に⾦融機関サイトに遷移します。

���� ���

��）契約者⼊⼒画⾯ ������ ����ファイナンスサービスサイトにてご利⽤⾦融機関情報を⼊⼒する－

選択する⾦融機関によって

�������������

選択する
金融機関によって
この部分の案内が
変わります

※GoogleまたはYahoo!から「kyotsumi.jp」でもご検索いただけます。

※iPhoneご利用の場合は、全角カタカナで入力後、キーボード右上の「完了」ボタンを押してください。

変わります

iPhoneご利用の場合は、全角カタカナで入力後、キーボード右上の「完了」ボタンを押してください。

振替情報を確認後、
ご指定の金融
機関サイトへ
移動します。

���� ���

口座名義は、PCの場合は
全角・半角カタカナどちらで
入力いただいても構いません。

スマートフォン※は
半角カタカナでの入力になります。
アルファベット（英字）での
入力は出来ません。

小文字は
使用できません。
× リョコウ シュウト
リヨコウ シユウト

不正な登録を防ぐため、画像認証を行います。以下の画像に表示されている文字を入力フォームに入力してください。
※文字が読みづらい場合は、「画像更新」ボタンをクリックしてください。

中 止戻 る

キャッシュカードの暗証番号 ****

金融機関サイトで、
本人確認の為に、キャッシュ
カードの暗証番号の入力が

必須になります。
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�⾦融機関のサイトで登録が完了すると、再度、����ファイナンスサービスサイトに戻ります。登録した⾦融機関情報等の最終

確認画⾯が表⽰されますので、⼊⼒内容に誤りがないかを必ず確認し�����������������
	��
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「⼝座情報完了」画⾯が表⽰され、 ご登録のメールアドレス宛に完了通知メールが送信されます。
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「⼝座情報登録完了」後に⽀払⽅法を変更することはできません

「お申込受付サイトへ戻る」ボタンを押せない
場合でも、15秒後にJTBサイトへ自動で戻ります。

振替口座名義（カタカナ）の欄は、入力文字（全角カナ）の
前後と間に空白があるとエラーになります。ミドルネームがある
場合は、姓名どちらかに空白が無いように入力してください。

カタカナ名の場合でも、入力は必ず「全角」に
なります。半角入力をした場合は、全角カナで
入力するようにエラーメッセージが表示されます。

旧漢字など、登録できない文字が含まれている場合、
エラーメッセージが表示されます。
新漢字でご登録いただくか、全角カナで登録してください。

電話番号（保護者連絡用）は半角数字で入力してください。

電話番号は「半角」で入力しないと、
エラーメッセージが表示されます。

電話番号（保護者連絡用）は半角数字で入力してください。

Q＆A

よくある
お問い合わせ

Webページが正しく表示されません。
次の方法をお試しください。
●ブラウザを一度閉じて、開きなおす。 　●ブラウザのキャッシュを削除する。
●パソコンの再起動を行う。

Web口座振替の手続きになぜキャッシュカードの暗証番号が必要なのですか？
金融機関のお届け印の代わりに、キャッシュカードの暗証番号のご入力が必要に
なります。

画面が変わるときに、「ページの有効期限切れ」などのエラーメッセージが出ます。
ブラウザの「戻る」機能は使用しないでください。画面に表示されているボタン以外で操作を
されると、「ページの有効期限切れ」などのエラーが表示され、自動的に接続が切断されます
ので、ご注意ください。前の画面に戻る場合は、画面内の「戻る」ボタンからお戻りください。

送られてきたメール本文記載のリンクをクリックしても契約者入力画面に移動しません。
OS・ブラウザのご利用環境やバージョンによって、リンクが正しく表示されない場合が
あります。ブラウザの履歴情報を削除のうえ、メールにあるURLをアドレスバーに貼り付
けて契約者入力画面にお進みください。

メールが受信できません。
お使いのパソコンやスマート
フォンの設定により登録完了
メールが正常に受信できない
場合があります。その場合は
右記をご確認のうえ、もう一度
操作をしてください。

Q
A

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

「設定」や「アドレス帳」などから使用されているメー
ルアドレスを確認してください。

メールアドレスは正しく入力されていますか？
アンテナマークが表示されており、電波が強いこと
を確認してください。

ご利用場所の通信速度は安定していますか？

迷惑メールのフィルタ設定を解除してください。
メールが迷惑メールフォルダ等に移動していませんか？

「URLリンク付きメールの拒否」の設定を解除してください。
“URLを含むメールは受信をしない”設定をしていませんか？

@kyotsumi.jpのメールが受信できるように設定
してください。

“迷惑メールのフィルター設定”をしていませんか？


