令和３年９月３０日

学生各位
国立大学法人東京工業大学

令和３年度後学期分授業料の納付について
後学期分授業料は，１１月末までに納付することになっています。

後学期分授業料額
課程

授業料（半期分）
2019 年 3 月以前の入学者

学士課程

２６７，９００円
2019 年 4 月以降の入学者
３１７，７００円

※再入学，転入学又は編入学の場合の授業料は，再入学等する年次相当の在学者に係る額と
なります。
課程

授業料（半期分）
2019 年 8 月以前の入学者

修士課程

２６７，９００円
2019 年 9 月以降の入学者
３１７，７００円
2019 年 8 月以前の入学者

博士後期課程

２６７，９００円
2019 年 9 月以降の入学者
３１７，７００円
2019 年 8 月以前の入学者

専門職学位課程

２６７，９００円
2019 年 9 月以降の入学者
３１７，７００円

※再入学又は転入学の場合の授業料は，再入学等する年次相当の在学者に係る額となります。

納付方法
１．口座振替

振替日 令和３年１１月２９日（月）

※ 口座振替日の前日までに当該口座に授業料相当額を入金してください。
※ 口座振替依頼書は，以下の窓口で配付しています。

＜配付窓 口 ＞
大岡 山 ｷｬﾝﾊﾟｽ：経理課収入 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（事 務局 １号館 １階 ）
すずかけ台 ｷｬﾝﾊﾟｽ：すずかけ台会 計課経理 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（Ｊ２棟 ４階 ）
後 学 期分 の口 座振 替依頼 書 提出 期日 は１０月 １日 （金 ）です。
※ 今年度後学期入学で，前学期まで本学で口座振替をしていた学生は，口座振替を継続します。
※ 在学期間変更等の申請をされた方は，授業料の納付期限等について申請手続き先に確認を行ってください。

２．郵便局で振込

振込期限 令和３年１１月３０日（火）

口座振替の手続きが間に合わないなどの事情のある学生に限ります。
※ 払込取扱票は１１月２日（火）より以下の窓口で発行いたします。
＜発行窓 口 ＞
大岡 山 ｷｬﾝﾊﾟｽ：経理課収入 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（事 務局 １号館 １階 ）
すずかけ台 ｷｬﾝﾊﾟｽ：すずかけ台会 計課経理 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（Ｊ２棟 ４階 ）
※ 次 回 の口座 振 替 に間 に合 うよう口 座 振替 の手続きをしてください。

３．外国から送金する場合

期限 令和３年１１月３０日（火）

※ 下記銀行情報をご確認の上送金してください。
All financial transactions will be made in Japanese yen, and the handling fee must be prepaid by the sender.
Important: The client bears all bank charges.
Please be sure to select "OUR" as the fee burden category for overseas remittances.
If there is a shortfall, we will ask you to remit it again.
Be sure to enter your “name” and “student ID number” in the message field.
It will take several days from the transfer to the deposit to the university account.
Please send money in sufficient time.
Beneficiary
-swift code: SMBCJPJT (add “XXX” if 11 digits are required)
-bank name: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
-branch name: Tokyo Public Institutions Operations Office
-bank address: 18F Nishi-shimbashi square, 1-3-1 Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0003, Japan
-bank code: 0009
-branch code: 096
-account number: 152218
-recipient: Tokyo Institute of Technology
-address: 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan
-tel: (03)5734-2313

振込先口座
銀 行 名 ： 三井住友銀行 (銀行コード：0009)
支 店 名 ： 東京公務部 (支店コード：096)
口座番号： 普通預金 152218
口座名義： 国立大学法人 東京工業大学 学納金

※全ての取引は日本円で行います。
※送金時にかかる手数料は全て送金元が負担（依頼者負担）してください。
※必ず「氏名」・「学籍番号」をメッセージ欄に記入してください。
※外国送金の手数料負担区分は必ず「OUR」を選択してください。
※不足額があれば再度送金を依頼します。
※振込から大学口座への入金までは数日かかります。時間に余裕をもって送金してください。

注意事項
○ 授業料免除申請者は免除申請の結果が出るまで納付しないでください。
○ 領収書の発行については次の「問い合わせ先」までお申し出ください。
問い合わせ先
国立大学法人 東京工業大学
財務部経理課収入グループ（事務局 1 号館１階）
電話: 03-5734-2313 (平日 9:00～17:00)
Mail: kei.syu@jim.titech.ac.jp

