別表．大学番号 及び 振込名称 一覧
大学番号 大学名
5001 龍谷大学（男）
5002 龍谷大学（女)
5003 立命館大学（男）
5004 立命館大学（女）
5005 同志社大学（男）
5006 同志社大学（女）
5007 京都産業大学（男）
5008 京都産業大学（女）
5009 甲南大学（男）
5010 甲南大学（女）
5011 大阪産業大学（男）
5012 大阪産業大学（女）
5013 神戸学院大学（男）
5014 神戸学院大学（女）
5015 武庫川女子大学
5016 滋賀短期大学（女）
5017 大阪教育大学（男）
5018 大阪教育大学（女）
5019 大阪大学（男）
5020 大阪大学（女）
5021 京都大学（男）
5022 京都大学（女）
5023 関西外国語大学（男）
5024 関西外国語大学（女）
5025 大阪府立大学（男）
5026 大阪府立大学（女）
5027 京都府立大学（男）
5028 京都府立大学（女）
5029 滋賀大学経済学部（男）
5030 滋賀大学経済学部（女）
5031 大阪工業大学（男）
5032 大阪工業大学（女）
5033 同志社女子大学
5034 大阪市立大学（男）
5035 大阪市立大学（女）
5036 奈良女子大学
5037 京都工芸繊維大学（男）
5038 京都工芸繊維大学（女）
5039 滋賀大学教育学部（男）
5040 滋賀大学教育学部（女）
5041 大谷大学（男）
5042 大谷大学（女）
5043 神戸市外国語大学（男）
5044 神戸市外国語大学（女）
5045 京都外国語大学（男）
5046 京都外国語大学（女）
5047 滋賀県立大学（男）
5048 花園大学（男）
5049 花園大学（女）
5050 大阪芸術大学（男）
5051 大阪芸術大学（女）
5052 阪南大学（男）
5053 関西大学（男）
5054 関西大学（女）
5055 近畿大学(男)
5056 大阪学院大学（男）
5057 大阪学院大学（女）
5058 大阪国際大学（女）
5059 帝塚山大学（男）
5060 帝塚山大学（女）
5061 京都教育大学（男）
5062 京都教育大学（女）
5063 兵庫県立大学神戸（男）
5064 兵庫県立大学神戸（女）
5065 関西福祉科学大学（男）
5066 関西福祉科学大学（女）
5067 大阪経済大学（男）
5068 和歌山大学（男）
5069 関西外国語大学国際言語学部（男）
5070 関西外国語大学国際言語学部（女）

振込名称
ﾘｭｳｺｸ
ﾘｭｳｺｸ
ﾘﾂﾒｲｶﾝ
ﾘﾂﾒｲｶﾝ
ﾄﾞｳｼｼｬ
ﾄﾞｳｼｼｬ
ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳ
ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳ
ｺｳﾅﾝ
ｺｳﾅﾝ
ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳ
ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳ
ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝ
ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝ
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼ
ｼｶﾞﾀﾝｷ
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸ
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸ
ｵｵｻｶ
ｵｵｻｶ
ｷｮｳﾄ
ｷｮｳﾄ
ｶﾝｶﾞｲﾀﾞｲ
ｶﾝｶﾞｲﾀﾞｲ
ｵｵｻｶﾌﾘﾂ
ｵｵｻｶﾌﾘﾂ
ｷｮｳﾄﾌﾘﾂ
ｷｮｳﾄﾌﾘﾂ
ｼｶﾞﾀﾞｲｹｲｻﾞｲ
ｼｶﾞﾀﾞｲｹｲｻﾞｲ
ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳ
ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳ
ﾄﾞｳｼｼｬｼﾞｮｼ
ｵｵｻｶｼﾘﾂ
ｵｵｻｶｼﾘﾂ
ﾅﾗｼﾞｮｼ
ｷｮｳﾄｺｳｾﾝ
ｷｮｳﾄｺｳｾﾝ
ｼｶﾞﾀﾞｲｷｮｳｲ
ｼｶﾞﾀﾞｲｷｮｳｲ
ｵｵﾀﾆ
ｵｵﾀﾆ
ｺｳﾍﾞｼｶﾞｲｺｸ
ｺｳﾍﾞｼｶﾞｲｺｸ
ｷｮｳﾄｶﾞｲｺｸｺ
ｷｮｳﾄｶﾞｲｺｸｺ
ｼｶﾞｹﾝﾘﾂ
ﾊﾅｿﾞﾉ
ﾊﾅｿﾞﾉ
ｵｵｻｶｹﾞｲｼﾞｭ
ｵｵｻｶｹﾞｲｼﾞｭ
ﾊﾝﾅﾝ
ｶﾝｻｲ
ｶﾝｻｲ
ｷﾝｷ
ｵｵｻｶ゛ｶｸｲﾝ
ｵｵｻｶ゛ｶｸｲﾝ
ｵｵｻｶｺｸｻｲ
ﾃﾂﾞｶﾔﾏ
ﾃﾂﾞｶﾔﾏ
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸ
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸ
ｹﾝﾘﾂｺｳﾍﾞ
ｹﾝﾘﾂｺｳﾍﾞ
ｶﾝｻｲﾌｸｼｶｶ
ｶﾝｻｲﾌｸｼｶｶ
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲ
ﾜｶﾔﾏ
ｶﾝｶﾞｲｺｸ
ｶﾝｶﾞｲｺｸ

大学番号 大学名
5071 奈良教育大学（男）
5072 奈良教育大学（女）
5073 神戸大学（男）
5074 神戸大学（女）
5075 天理大学（男）
5076 天理大学（女）
5077 兵庫県立大学姫路（男）
5078 桃山学院大学（男）
5079 桃山学院大学（女）
5080 大手前大学（男）
5081 大手前大学（女）
5082 京都ノートルダム女子大学
5083 びわこ成蹊スポーツ大学（男）
5084 びわこ成蹊スポーツ大学（女）
5085 追手門学院大学（男）
5086 追手門学院大学（女）
5087 四天王寺大学（男）
5088 四天王寺大学（女）
5089 神戸親和女子大学
5090 摂南大学（男）
5091 摂南大学（女）
5092 関西学院大学（男）
5093 関西学院大学（女）
5094 京都先端科学大学(男)
5095 流通科学大学（男）
5096 流通科学大学（女）
5097 大阪大谷大学（男）
5098 大阪大谷大学（女）
5099 大阪経済法科大学（男）
5100 大阪経済法科大学（女）
5101 大阪国際大学（男）
5102 阪南大学（女）
5103 佛教大学（男）
5104 佛教大学（女）
5105 大阪経済大学（女）
5106 和歌山大学（女）
5107 大阪体育大学（男）
5108 大阪体育大学（女）
5109 大阪電気通信大学(男)
5110 京都先端科学大学(女）
5111 森ノ宮医療大学(男)
5112 森ノ宮医療大学(女)
5113 大阪物療大学（男）
5114 大阪物療大学（女）
5115 大阪成蹊大学（男）
5116 大阪成蹊大学（女）
5117 大阪樟蔭女子大学
5118 羽衣国際大学（男）
5119 羽衣国際大学（女）
5120 兵庫教育大学(男）
5121 兵庫教育大学(女）
5122 京都華頂大学(女）
5123 近畿大学(女)
5124 奈良大学(男)
5125 奈良大学(女)
5126 大阪電気通信大学(女)
5127 園田学園女子大学(女)
5128 兵庫県立大学姫路（女）
5129 滋賀短期大学（男）

2020.10.5更新
振込名称
ﾅﾗｷｮｳｲｸ
ﾅﾗｷｮｳｲｸ
ｺｳﾍﾞ
ｺｳﾍﾞ
ﾃﾝﾘ
ﾃﾝﾘ
ｹﾝﾘﾂﾋﾒｼﾞ
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ
ｵｵﾃﾏｴ
ｵｵﾃﾏｴ
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑｼﾞｮ
ﾋﾞﾜｺ
ﾋﾞﾜｺ
ｵｳﾃﾓﾝ
ｵｳﾃﾓﾝ
ｼﾃﾝﾉｳｼﾞ
ｼﾃﾝﾉｳｼﾞ
ｺｳﾍﾞｼﾝﾜ
ｾﾂﾅﾝ
ｾﾂﾅﾝ
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ
ｷｮｳﾄｾﾝﾀﾝ
ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸ
ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸ
ｵｵｻｶｵｵﾀﾆ
ｵｵｻｶｵｵﾀﾆ
ﾀﾞｲｹｲﾎｳ
ﾀﾞｲｹｲﾎｳ
ｵｵｻｶｺｸｻｲ
ﾊﾝﾅﾝ
ﾌﾞｯｷｮｳ
ﾌﾞｯｷｮｳ
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲ
ﾜｶﾔﾏ
ｵｵｻｶﾀｲｲｸ
ｵｵｻｶﾀｲｲｸ
ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ
ｷｮｳﾄｾﾝﾀﾝ
ﾓﾘﾉﾐﾔｲﾘｮｳ
ﾓﾘﾉﾐﾔｲﾘｮｳ
ｵｵｻｶﾌﾞﾂﾘｮｳ
ｵｵｻｶﾌﾞﾂﾘｮｳ
ｵｵｻｶｾｲｹｲ
ｵｵｻｶｾｲｹｲ
ｼｮｳｲﾝｼﾞｮｼ
ﾊｺﾞﾛﾓｺｸｻｲ
ﾊｺﾞﾛﾓｺｸｻｲ
ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲ
ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲ
ｷｮｳﾄｶﾁｮｳ
ｷﾝｷ
ﾅﾗ
ﾅﾗ
ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ
ｿﾉﾀﾞｼﾞｮｼ
ｹﾝﾘﾂﾋﾒｼﾞ
ｼｶﾞﾀﾝｷ

※新規登録の場合は、空欄にて申し込みください。

