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法職講座各種お申し込み方法の変更について 

～ コ ン ビ ニ 支 払 い 手 続 き 方 法 の ご 案 内 ～ 
 

法職事務室で取り扱う各種講座・ゼミ・試験・入室手続き等の申し込み方法および受講料等の支払い方法が、法職事務
室窓口での手続きから、Web・コンビニでの手続きに変更となります。以下に各種申し込みの手順を記載しましたので、
確認のうえ、間違いのないよう申し込み手続きを進めてください。 
今回の変更に伴い、法職事務室への各種申込書の提出が不要になり、教材の受け渡しなど一部を除き、従来のように期

間内に法職事務室に来室せずに、手続きしていただくことになりました。より使いやすくなった法職講座をぜひご活用
ください。 
 
１．対象 
 以下のＡ～Ｆまでの講座・ゼミ・試験・入室手続きが対象です。Webから各種申し込みを経てコンビニでの支払いが完

了した後は、申込内容によって手続き完了までの方法が異なります。どのパターンに分類されるかを確認し、「３．具体

的な手順 ⑧」をご確認ください。 

 

Ａ：基礎講座 

Ｂ：答案練習会 

Ｃ：基礎ゼミ(受講) 、事案分析力確立ゼミ(受講) 

Ｄ：法科大学院進学対策答案作成ゼミ(受講) 

Ｅ：基礎ゼミ受講資格認定試験(7月、12月）、多摩研究室入室試験(9月、3月）、法科大学院進学対策答案作成ゼミ受

講資格認定試験(9月、3月）、事案分析力確立ゼミ受講資格認定試験(9月）、多摩研究室プレＡコース入室試験(７

月） 

Ｆ：多摩研究室入室手続き(9月、3月）、多摩研究室プレＡコース入室手続き(7月） 

※レジュメ再発行、ロッカーキー紛失手数料に関しては別途法職事務室までお問い合わせください。 

 
２．資格 
 各講座・ゼミ・試験・入室手続きの申し込みには、それぞれ応募資格があり、申し込み可能な方に要件を設けている場

合があります。申し込みをする際は、募集要項で、自分がその要件を満たしていることを確認してから、申し込み手続き

を進めてください。 

特に、試験に合格することによって申し込み資格が得られるもの（入室手続き、基礎ゼミ等のゼミ受講等、以下参照）

については、合格者にメールで申込手続き方法の詳細が送られてきますので、メールに記載の手順に従って手続きを完

了してください（詳しくは、３．具体的な手順 ⑤ 以降の手順となります）。なお、資格をお持ちの方で期間内に入金

手続きができない場合は、募集要項記載の事前申請期間内に法職事務室までお問い合わせください。 

試験に合格することによって申し込み資格が得られるもの 【注意】支払いの手続きはファミリーマートのみ 
Ｃ：基礎ゼミの受講 ※ 

事案分析力確立ゼミの受講 ※ 

Ｄ：法科大学院進学対策答案作成ゼミの受講 

Ｆ：法職多摩研究室の入室資格 
※法職多摩研究室の会員（室員・学研連ゼミ会員・ゼミ会員）の場合、合格後の申し込み手続きは不要  

 
３．具体的な手順 
★Ａ，Ｂ，Ｅの申込はここから 

①募集要項に記載されたＱＲコード(ＵＲＬでも可)から「受講料等申込フォーム」へアクセス 

受講料等申込フォーム 

ＵＲＬ： https://srv4.asp-bridge.net/chuo-u/input/           ＱＲコード： 

※試験に合格することによって申し込み資格が得られるもの(Ｃ、Ｄ、Ｆ)については合格発表後、合格者のみ定められた

期間中に申し込みを完了させてください。申し込み資格のない方が入金をした場合、無効となります。また募集要項記載

の手続き期間内に申し込みを完了しなかった場合も資格が無効になりますのでご注意ください。（返金対応については、

「４．よくある質問」Ｑ＆Ａ２を参照） 

https://srv4.asp-bridge.net/chuo-u/input/
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②受講料等申込フォームに入力する 

 

 

  
【属性】プルダウンから自分の属性を選んでください。 
学生（通教生含む）の方 → 「在学生（学部）」を選択 
卒業生の方 →「その他」を選択 

【学籍番号】学籍番号で登録を行います。必ず間違いのな

いように入力してください。学部生（通教生含む）は学籍

番号を必ず入力してください。卒業生は「９９９９」と自

動入力されます。 

【メールアドレス】申し込み完了後、コンビニでの入金手

続きに関する案内のメールが届きます。必ず届くアドレス

に設定してください。メールアドレスが間違っているとそ

の後の手続きが行えず、再度申込フォームからやり直しに

なります。（在学生の方は“全学メール”を推奨します。）

携帯メールをお使いの方で、指定したドメインからのメー

ルのみを受信する設定（指定受信）を行っている方は、設

定を変更し受信ができる状態にしてください。 

【注意事項】よく読んで確認画面に進んでください。特に

学籍番号、メールアドレス、申込内容が異なっている場合、

その後の手続きに不具合が生じ、希望の講座・ゼミ・入室

手続き等が行えない場合があります。（申込内容に不備が

あった場合、「４．よくある質問」Ｑ＆Ａ１を参照） 

【支払期限日】支払い期限日は申込内容（１～５の選択肢）

に明記されています。複数申し込んだ場合の支払期限は、

締切日の早いほうが支払期限として設定されますのでご

注意ください。 

【手数料】申込内容の合計金額に応じて発生する手数料で

す。申込内容の合計金額とは別にお支払いが必要です。決

済金額に応じて手数料は変動します。決済金額ごとの手数

料一覧はP.5に掲載しています。 

【申込内容】プルダウンから申込内容を選択してくださ

い。最大５件まで、同時に申し込みをすることができます。

申し込みをまとめることによって、1回あたりの手数料も

まとめることができます（但し金額に応じて変動します）。

法職講座関連の申し込みを行う場合は①上のプルダウン

から「法職（多摩）」を選択、②下のプルダウンから申し込

む項目を選択してください。 

【支払先コンビニ選択】振り込みに使うコンビニをプルダ

ウンから選択してください。（支払いができるコンビニは

P.4を参照） 
 

 

【合計金額】申込内容１～５で申し込んだ内容の金額の合

計に手数料を加えたものが記載されます。ここに表示され

た金額をコンビニにてお支払いいただくことになります。 
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③確認画面 

 

  

 

 

④申し込み完了のお知らせ 

 

  

【申し込み完了のお知らせ】申し込みが完了しました。受

講料等申し込みフォームへ入力したメールアドレスにメ

ールが受信できているか、確認してください。この画面が

表示されても、申し込み完了メールが届いていないと入金

が完了しません。 

【確認画面】記載の内容に誤りがなければ、①「上記内容

で申し込む」を押してください。②「戻る」で、再度受講

料等申込フォームの入力画面に戻ることができます。 
入力内容に不備があった場合、その後の手続きに不具合が

生じ、希望の講座・ゼミ・入室手続き等が行えない場合が

ありますので必ず確認をしてください。 

１ 

２ 
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★以降は、Ａ～Ｆ共通 

⑤申し込み完了メール受領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥コンビニで支払い手続きをする 

 申し込み完了メール記載の手順にしたがって、支払いを完了させてください。コンビニによって

支払い方法が異なります。詳細は以下ＵＲＬまたは右のＱＲコードから「コンビニエンスストアで

のお支払い方法」をご覧ください。 

コンビニエンスストアでのお支払い方法 

ＵＲＬ：https://www.smbc-fs.co.jp/kb/oshiharai/payment-station/    ＱＲコード： 

 

Ａ：セブンイレブン店舗でのお支払い方法 

 ●お支払いの際には「インターネットショッピング払込票」または「払込票番号（13桁）」が必要となります。 

●お支払い後、代金と引換えに「インターネットショッピング払込領収書」をお渡ししますので忘れずに 

お受取りください。 

 

Ｂ：ファミリーマート店舗でのお支払い方法 

 ●店内に設置されているFamiポート端末を操作していただきます。 

●お支払いの際には「企業コード（20020）」と「注文番号（8で始まる12桁）」が必要となります 

●お支払いの後、代金と引き換えに「取扱明細兼受領書」をお渡ししますので忘れずにお受取りください。 

 

Ｃ：ローソン店舗でのお支払い方法 

●店内に設置されているLoppi端末を操作していただきます。 

●お支払いの際には「お支払い受付番号（受付番号（6桁）など）」と「電話番号」が必要となります。 

●お支払い後、代金と引き換えに「領収書」 をお渡ししますので忘れずにお受取りください。 

 

【①申込内容】申し込み完了メールには、①申込内

容、②支払情報が記載されています。 

①申し込み内容には、受講料等申込フォームに入

力した内容が記載されています。特に、申込内容・

手数料・お支払い金額に誤りがないか確認してく

ださい。（申込内容の不備については、「４．よくあ

る質問」Ｑ＆Ａ１、３を参照） 

【②支払情報】コンビニ支払いする際に必要な情報

と手順が記載されています。まずは「支払先コンビ

ニ」を確認。「お支払い受付番号」と「電話番号」

はコンビニで支払いを行う際に必要になります。こ

のメールは支払いが完了するまで大切に保管して

ください。コンビニでの基本的な支払方法はメール

文中の１～５に記載されているとおりです。なお、

コンビニごとの詳細な支払方法については＜お支

払い方法の詳細はこちら＞記載のＵＲＬをご確認

ください。 

１ 

２ 

【メールの受信】以下のメールアドレスからコン

ビニ決済に関するメールが届きます。 
携帯メールをお使いの方で、指定したドメインか

らのメールのみを受信する設定（指定受信）を行っ

ている方は、設定を変更し受信ができる状態にし

てください。 

送信元メールアドレス：chuo-u@g-sb.net 

【中央大学 受講料等Web申込・コンビニ決済】ご入金のお願い（コンビニ） 

https://www.smbc-fs.co.jp/kb/oshiharai/payment-station/
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Ｄ：ミニストップ店舗でのお支払い方法 

 ●店内に設置されているMINISTOP Loppi端末を操作していただきます。 

●お支払いの際には「お支払い受付番号（受付番号（6桁）など）」と「電話番号」が必要となります。 

●お支払い後、代金と引き換えに「領収書」 をお渡ししますので忘れずにお受取りください。 

 

Ｅ：セイコーマート店舗でのお支払い方法 

 ●店内に設置されているクラブステーション端末を操作していただきます。 

●お支払いの際には「お支払い受付番号（受付番号（6桁））」と「電話番号」が必要となります。 

●お支払いの後、代金と引き換えに「領収書」をお渡ししますので忘れずにお受取りください。 

 

 

⑦登録したメールアドレスに入金確認メール（送信元：chuo-u@g-sb.net、件名：【中央大学 受講料等Web申込・コンビ

ニ決済】入金確認いたしました）が届きます。これで支払い手続きは完了です。 

 

 

⑧これ以降は申し込み内容によって各パターンに分かれます。支払い手続き完了後は以下のＡ～Ｆのパターンに従い、

対応してください。※各募集要項にも同様の記載があります。また詳細な日程についても募集要項をご参考ください。 

パターン その後の対応 

Ａ ・基礎講座 基礎講座ではレジュメが受講生証代わりとなります。講座開始前まで

に、学生証をもって法職事務室までレジュメを取りに来てください。講

座実施日は必ずレジュメを持参し教室へ向かい、入り口でレジュメを見

せて入場してください。 

Ｂ ・答案練習会 講座実施日に入り口で学生証を見せて入場してください。 

Ｃ ・基礎ゼミ(受講) 

・事案分析力確立ゼミ(受講) 

クラス分け発表は受験番号で行います。クラス分け発表日に掲示を確認

して、ゼミ初回までに学生証をもって法職事務室までレジュメを取りに

来てください。ゼミ当日は直接教室に向かってください。 

Ｄ ・法科大学院進学対策等案作成ゼミ(受講) クラス分け発表は受験番号で行います。クラス分け発表日に掲示をご確

認ください。ゼミ当日は直接教室に向かってください。 

Ｅ ・基礎ゼミ受講資格認定試験(7月、12月） 

・多摩研究室入室試験(9月、3月） 

・法科大学院進学対策等案作成ゼミ受講資格

認定試験(9月、3月） 

・事案分析力確立ゼミ受講資格認定試験(9月） 

・多摩研究室プレＡコース入室試験(７月） 

試験実施日前までに受験番号を確認してください。受験番号は炎の塔１

階掲示板に掲出予定です。（通教生・卒業生等試験前に確認が難しい方

は当日会場で確認することも可能です。） 

試験実施日に教室に向かってください。写真照合を行うため、学生証を

持参し、机の上に置いて試験を受験してください。後日合格発表し、成

績表を交付します。 

Ｆ ・多摩研究室入室手続き(9月、3月） 

・多摩研究室プレＡコース入室手続き(７月） 

法職多摩研究室会員カード（多摩研究室員、ＣＵ会員、プレ室員の方に

はロッカーキーも併せて）をお渡しします。法職事務室まで学生証をも

って新しいカードを取りに来てください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→次ページは、「４．よくある質問」 です。 
  

mailto:chuo-u@g-sb.net
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４．よくある質問 
 
Ｑ１．申込フォームの入力を間違えてしまいました。どうすればよいでしょうか。 

Ａ１．申込フォーム完了メール受信後、期限までに支払いを行わないと自動キャンセルとなります。誤った内容のお支

払い受付番号ではコンビニ支払いをせずに、再度申込フォームを入力して正しい内容の申し込みをし、新しく付

与されたお支払い受付番号でコンビニ支払いを行ってください。 

 

 

Ｑ２．申込内容を間違えて入金してしまいました、払い戻しはできますか？ 

Ａ２．返金手続きが必要となりますので、至急法職事務室までご連絡ください（連絡先はP.7をご覧ください）。ただ

し、状況によっては必ずしも返金対応できるとは限りません。申し込み手続きは慎重に行ってください。なお、

返金にあたっては、振込手数料分は返金できませんのであらかじめご了承ください。 

 

 

Ｑ３．申込期間終了後に申込内容が間違っていたことに気が付きました。変更は可能ですか。 

Ａ３．申込期間終了後の申込内容の変更は原則できません。必ず申込内容を確認し手続きを進めてください。 

 

 

Ｑ４．これまでのように法職事務室で申し込みと支払いをしたいのですが可能ですか。 

Ａ４．申し訳ございませんが、証紙券売機が別の場所へ移設されることに伴い、証紙の購入ができなくなるため、コン

ビニ支払いでの手続きでお申し込みいただくことになります。ご不明点がありましたら法職事務室までお申し出

ください。 

 

 

Ｑ５．学部生ではない（通信教育部生・卒業生）のですが、コンビニ支払い手続きによる申し込みはできますか？ 

Ａ５．可能です。通信教育部生、卒業生の申込方法については以下をご確認ください。 

 

 

１）通信教育学部生の場合 

(1)「受講料等申込フォーム」の「属性」の欄から「在学生（学部）」を選択し、「学籍番号」を入力。以降の入力フ

ォームを入力し、前述「３．具体的な手順」のとおり支払い手続きを進めてください。 

(2)加えて、以下のとおり各パターンで必要な手続きを進めてください。 

パターン その後の手続き 

Ａ ・基礎講座 

学部生と同じです（P.5参照）。 

Ｂ ・答案練習会 

Ｃ ・基礎ゼミ(受講) 

Ｄ ・法科大学院進学対策等案作成ゼミ(受講) 

・事案分析力確立ゼミ(受講) 

Ｅ ・基礎ゼミ受講資格認定試験(7月、12月） 

・多摩研究室入室試験(9月、3月） 

・法科大学院進学対策等案作成ゼミ受講資格

認定試験(9月、3月） 

・事案分析力確立ゼミ受講資格認定試験(9月） 

・多摩研究室プレＡコース入室試験(７月） 

申込期間中に、次の書類を法職事務室にご提出ください（郵送可、申し

込み締め切り日の当日消印有効） 

①申込控え（領収書のコピー） 

②通信教育部生証のコピー 

③写真（3cm×3cm）2枚 

以上の3点を郵送にて法職事務室に送付する（申し込み締め切り日の当

日消印有効）。以降は、学部生と同じです（P.5参照）。 

Ｆ ・多摩研究室入室手続き(9月、3月） 

・多摩研究室プレＡコース入室手続き(７月） 
学部生と同じです（P.5参照）。 
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２）卒業生の場合 

(1)「受講料等申込フォーム」の「属性」の欄から「その他」を選択してください。「学籍番号」に「９９９９」と自動入力

されます。以降の入力フォームを入力し、前述「３．具体的な手順」のとおり支払い手続きを進めてください。 

(2)加えて、以下のとおり各パターンで必要な手続きを進めてください。 

パターン その後の手続き 

Ａ ・基礎講座 卒業証明書と引き換えにレジュメをお渡しいたしますので法職事

務室までお越しください。 

Ｂ ・答案練習会 申込期間中に、卒業証明書を法職事務室にご提出ください。 

Ｃ ・基礎ゼミ(受講) 

学部生と同じです（P.5参照）。 Ｄ ・法科大学院進学対策等案作成ゼミ(受講) 

・事案分析力確立ゼミ(受講) 

Ｅ ・基礎ゼミ受講資格認定試験(7月、12月） 

・多摩研究室入室試験(9月、3月） 

・法科大学院進学対策等案作成ゼミ受講資格

認定試験(9月、3月） 

・事案分析力確立ゼミ受講資格認定試験(9月） 

・多摩研究室プレＡコース入室試験(７月） 

申込期間中に、次の書類を法職事務室にご提出ください（郵送可、申し

込み締め切り日の当日消印有効） 

①申込控え（領収書のコピー） 

②卒業証明書 

③写真（3cm×3cm）2枚 

以上の3点を郵送にて法職事務室に送付する（申し込み締め切り日の当

日消印有効）。以降は、学部生と同じです（P.5参照）。 

Ｆ ・多摩研究室入室手続き(9月、3月） 

・多摩研究室プレＡコース入室手続き(７月） 
学部生と同じです（P.5参照）。 

※上記を複数お申し込みされる方のうち、卒業証明書を同一年度内に一度法職事務室にご提出いただいている場合、再

提出は不要です。 

 

 

Ｑ６．コンビニ支払いの際の手数料はいくらかかりますか。 

Ａ６．以下の表をご確認ください。申込内容の合計金額によって手数料も変動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 中央大学法職事務室（多摩） ℡：042－674－4222 

【窓口受付時間】 月曜日～金曜日  10:00～1９:00(１，２，３，８，９月は18:０0閉室） 

         土曜日        10:00～13:00 

＊ 受付時間は、諸事情により変更することがあります。その場合上記「受講上の注意(７)」と同様

の方法でお知らせ致します。 

公式Webサイト

（QR） 

中央大学法職事務室

Twitter（QR） 

 

申込内容の合計金額 手数料
1~1,854円 145円

1,855~2,821円 178円
2,822~9,800円 199円
9,801~29,735円 264円
29,736~53,682円 318円
53,683~99,481円 518円
99,482~299,439円 561円


