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1. はじめに

セミナーの支払い方法が新しくなりました

「クレジットカード払い」又は「ペイジー(Pay-easy):銀行ATM払い」
ができる様になりました。

「ペイジー(Pay-easy)とは何か？」
⚫ 基本的にはこれまでと変わりません。
⚫ 銀行振込できます。
⚫ さらに領収証(メール内表記）も出ます。

詳しくは次ページ以降



・メールで
３つの番号(「収納機関番号+お客様番号+確認番号」）
を受け取る

2.1 ペイジーとは？

・銀行ATM等でお支払い可能
・ネットバンキング(スマホ・PC）から、お支払可能

・金額等入力不要 ３つの番号だけ入力
・振込手数料もかからない※

※ペイジ―自体の振込手数料はかかりません。
しかし、ペイジーとは関係なく、通常のATM操作で手数料がかかる場合があります。詳しくは3.4を参照

JIMGA HPから、セミナー(講習会）を申し込む
↓

ペイジー (Pay-easy）とは 番号を入力するお支払い方法の事です



ペイジ―はどこで振り込みができますか？ペイジーの振込方法は？

●銀行・ゆうちょ等のATM、ネットバンキングでお振り込みができます。

■ペイジー取扱い金融機関一覧はこちら
https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html

■ペイジーの振込画面

●ATM ・銀行ATMのペイジーでの振込方法はこちら↓
https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_atm.html

・ゆうちょ銀行ATMのペイジーでの振込方法はこちら
（「入力方法」で「手入力」を選択してください。）↓

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/payeasy/kj_sk_pe_howto.html
（郵貯ATMの場所検索はこちら 郵便局・ATMをさがす - 日本郵政グループ (japanpost.jp) )

・各金融機関のATMのペイジーのボタンはこのような表示↓
⾦融機関ATMでのペイジーのメニュー表⽰一覧 (pay-easy.jp) 

（銀行によっては時間帯によって、現金振り込みができない銀行ATMもありますのでご注意ください。
※詳しくは金融機関へお問い合わせください。）

●ネットバンキング

・ネットバンキング(PC画面）の振込方法はこちら ↓
https://www.veritrans.co.jp/user_support/netbank.html

・ネットバンキング(スマホ画面）の振込方法はこちら ↓
Pay-easy（ペイジー）税金・料金払込みサービス | みずほ銀行 (mizuhobank.co.jp)

2.2 ペイジーとは？ーペイジー取り扱い機関・振込方法ー

https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html
https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_atm.html
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/payeasy/kj_sk_pe_howto.html
https://map.japanpost.jp/p/search/
https://www.pay-easy.jp/where/pdf/atm_menu_20180401.pdf
https://www.veritrans.co.jp/user_support/netbank.html
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/payment/payeasy/zeikin_ryokin/index.html


2.3 ペイジーとは？ー振込方法：銀行ATM画面例ー



2.4 ペイジーとは？ー振込方法：ネットバンキング画面例ー



よくある質問

振込手数料は
かかる？

7

いままでの支払い方法と
何が違うの？

いつもネットバンキングしているが
ペイジー払いをするには、特別な契約が必要？

ペイジーはコンビニ
で支払いが
できるの？

「3.4」参照

自分で支払った後
社内精算をしたい

領収証はある？

自分で支払わず、社内の経理から
ペイジー振込したい。社内説明の為

申し込み内容が分かるものはある？

「3.2.1～
3.2.3」参照

3.１ 支払いに関して ーよくある質問ー

「3.3」参照

「3.5」参照
「3.6～
3.6.2」参照



3.2.1 何が変わったか ー従来の支払い方法ー

従来の支払いまでの流れ ～○○講習会案内～
○月○日

受講料 ○○円
振込先 ○○銀行

普通
口座番号

① 会報・HP・メール等で講習会案内(紙）を入手

③ ①の内容を確認し、銀行・郵便局
(ATM）、ネットバンキング等で入力し
振り込む

振込先銀行名
振込先口座番号
振込人名

合計金額

(振込手数料自己負担)

何人分？自分で計算、、、
金額 入力間違い、、
振込人名入力 面倒、、、
手数料負担、、、

② FAX・メール等で申しこむ

領収書なし



② 申込受付メールを自動受信
～申込受付メール～

3.2.2 何が変わったか ー新方法1(ペイジー：銀行ATM払い）ー

ペイジー(銀行ATM払い）の流れ

① JIMGA HPからセミナー(講習会）
申し込む (ペイジ―払いを選択)

③銀行・郵便局(ATM）、ネットバンキング
等で振込 入力３つの番号

○○会社 ○○様
・申込内容
金額○○円

・申し込み内容
・お支払い情報 (3つの番号）

やる事は①③の２ステップ
入力かんたん！間違いなし！
振込手数料なし！※3.4参照

④ 受講票メール(領収証)自動受信
～受講票送付メール～
・受講票

・領収証(メール内表記)



② ・申込受付メールを自動受信

・受講票メール(領収証表示付き)自動受信

～申込受付メール～

3.2.3 何が変わったか ー新方法2(クレジット払い）ー

クレジット払いの流れ

① JIMGA HPからセミナー(講習会）
申し込む(クレジット払いを選択)

○○会社 ○○様
・講習会申込内容
金額○○円

・申し込み内容

もっと簡単！①のステップのみ
振り込み作業不要！
振込手数料なし！

～受講票送付メール～
・受講票
・領収証(メール内表記)

・受講票・領収証



3.3 ペイジーはコンビニで振り込める？

ペイジ―はコンビニでの振り込みはできますか？

●コンビニのATMは、ファミマのゆうちょ銀行ATM ゆうちょ口座のカードをお持ちの場合のみ、
お振込みができます。

→ゆうちょ銀行の口座を持っていない(ゆうちょ銀行で現金で振り込みたい)場合は、ファミマゆうちょATMは使用できません。
通常の郵便局内のATMでお支払いください。
■郵貯ATM検索はこちら→ 郵便局・ATMをさがす - 日本郵政グループ (japanpost.jp)

●その他の金融機関のコンビニのATMは、基本的に使用できません。
→金融機関のATMでお振込みください。
■ペイジー取扱い金融機関一覧はこちら

https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html
※セブン銀行はペイジーはできません。

（銀行によっては時間帯によって、現金振り込みができない銀行ATMもありますのでご注意ください。
※詳しくは金融機関へお問い合わせください。）

●コンビニのレジではお支払いできません。

https://map.japanpost.jp/p/search/
https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html


3.4 振込手数料について

クレジット払い・ペイジー払いは振込手数料はかかりますか？

●クレジット・ペイジ―自体の振込手数料はかかりません。

※しかし、ペイジー払いの場合ATMでの通常の手続きにおける以下の様な場合は、ペイジーとは関係なく手数料が発生する
ことがあります。

例）
・ゆうちょ銀行ATMで、現金払いにおいて硬貨を使用した場合は 現金加算料が￥110かかる
・銀行ATM土日祝日等の時間外の振り込みの場合 は時間外手数料がかかる

※手数料 詳細については、各金融機関にお問い合わせください。

ATM支払いの場合、銀行によっては時間帯によって、現金振り込みができない場合もありますのでご注意ください。
※現金振り込みができない時間帯等詳細は各金融機関へお問い合わせください。



3.5 ネットバンキングでペイジーは契約必要？

普段ネットバンキングを使用しているが、ペイジーを使用する為に、別途契約が必要ですか？

●元々、PCやスマホでネットバンキングを契約し、通常使用されている場合は、
ペイジーの為に別途契約をする必要はありません。
ご利用のネットバンキングがペイジーをやっているかどうかを確認の上、ネットバンキングの以下の画面からお申込みください。

■ネットバンキング画面例
・PC画面

https://www.veritrans.co.jp/user_support/netbank.html
・スマホ画面

Pay-easy（ペイジー）税金・料金払込みサービス | みずほ銀行 (mizuhobank.co.jp)

■ペイジー取扱い金融機関一覧はこちら

https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html

※元々ネットバンキングの契約をしていない場合は、ネットバンキングの契約が必要です。

https://www.veritrans.co.jp/user_support/netbank.html
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/payment/payeasy/zeikin_ryokin/index.html
https://www.veritrans.co.jp/user_support/bank_list.html


3.6 社内精算の為の書類(領収証等)

会社の経理にペイジー振込を依頼したい。申込内容(申込金額入り）の書類はある？

●あります 申込完了後に自動送信される「申込受付メール」をご利用ください。

■申込受付メール例は→3.6.1をご確認ください。

領収証はでますか？

●でます 入金完了後に自動送信される「受講票メール」内に記載されている「領収証」等を
ご利用ください。

■受講票メール(領収証記載付き）は→3.6.2をご確認ください。



3.6.1 申込受付メール例

Subject: 【JIMGA】申込受付『○○講習会』

○○株式会社
大門 太郎様

この度は『○○講習会』にお申込いただき、誠にありがとうございます。
以下の内容でお申込を受け付けいたしました。
有料セミナーおよび有料イベントの場合は、ご入金確認後、メールにて受講票をお送りいたします。

■受付番号
○○○○

■お申込内容
名称：○○講習会
開催日： ○○年○月○日（○）～○○年○月○日（○）
料金：○○○○円／1人（消費税込）

■参加人数
参加者：2名 （合計 ○○○○円）

■ご担当者様情報
会社名・○○○株式会社
氏名：
郵便番号：
住所
電話番号：03-6722-2250
携帯電話番号：
メールアドレス：○○○@○○○

-------------------------------------------

■受講者・参加者情報(敬称略)
大門 次郎 メールアドレス：○○○@○○○
大門 三郎 メールアドレス：○○○@○○○

■連絡事項
※銀行振込(Pay-easy)でお支払いの場合、お支払い期限までにお支払いがない場合は、
自動的にお申込みがキャンセルとなりますのでご注意ください。

銀行振込(Pay-easy)でお支払い
---------------------------------------------

銀行振込(Pay-easy)でお支払いの場合は、ご入金確認後に受講票メールをお送りいた
します。
受講票メールには、受講者毎にURLが記載されていますので、そのURLから
受講票をダウンロードしてください。



3.6.2 受講票送付メール(領収証)例

Subject: 【JIMGA】申込受付『○○講習会』

○○株式会社
大門 太郎様

この度は『○○講習会』にお申込いただき、誠にありがとうございます。
入金が確認できましたので、受講（参加）票を送付いたします。
以下の受講（参加）者ごとに記載されているURLよりダウンロードいただき
受講（参加）される方にお渡しください。
(領収証は本メール下部ご参照ください。）

■受講票URL（敬称略）
大門 太郎
https://○○○○○

大門 次郎
https://○○○○○

■受付番号
○○○○○○○

■お申込内容
名称：○○○講習会
開催日： ○○年○月○日（○）～○○年○月○日（○）
料金：○○○○円／1人（消費税込）

■参加人数
参加者：1名 （合計 ○○○○○円）

■ご担当者様情報
会社名・○○○株式会社
氏名：
郵便番号：
住所
電話番号：03-6722-2250
携帯電話番号：
メールアドレス：○○○@○○○
携帯電話番号：
メールアドレス：○○○@○○○
------------------------------------------------
----------------------------------------------------

■参加者情報
大門 太郎 メールアドレス：○○○@○○○○

クレジットカードでお支払いいただきました。
------------------------------------------------------
【お問合せ先】
一般社団法人日本産業・医療ガス協会
TEL: ○○○○○)
メールアドレス：○○○@○○○○
------------------------------------------------------
******************『領収 証』**********************

○○株式会社
大門 太郎様

金額: ○○○○円

但し: 『○○○講習会』受講料として

上記金額正に受領いたしました。

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
*************************************************



参考： 1.1 セミナー申し込み方法

１）対象者に送られてきたメールのセミナー申し込みのURLをクリック、
(又はJIMGA HP 「セミナー・イベント」 から、自分の対象のセミナーを選択）

２）お申込みフォーム 画面の誘導にそって入力

３）入力後、「お支払い方法の選択」をクリック

セミナー申し込み手順



参考： 1.2 セミナー申し込み方法

４）「お支払い方法」で「クレジットカード」か「ペイジー(Pay-easy)」を選択



参考： 1.3 セミナー申し込み方法 ークレジットカード払いを選択ー

５）「クレジットカード」を選択した場合
画面の誘導にそってお申込みください。

クレジットカード払いを選択した場合

６）申込む



参考： 1.4 セミナー申し込み方法 ーペイジー払いを選択ー

５）「お支払い方法」で「ペイジー( Pay-easy)」を選択した場合

ペイジー払いを選択した場合

６）申込む



参考： 1.5 申込後から受講までの流れーペイジー払いー

受講者

①講習会を申し込む(ペイジ―払いを選択)

JIMGA

HP

③受講料振り込む

②申込受付メール
申込内容＋支払い番号を受け取る

⑤受講票(領収証)メール

銀行ネットバンキング ATM

④入金情報

⑥受講
領収証受講票

受講者が行う作業

JIMGAからの連絡



参考： 1.6 申込後から受講までの流れークレジット払いー

受講者

①講習会を申し込む(クレジット払いを選択)

JIMGA

HP

②申込受付メール

③受講票(領収証)メール

⑥受講

領収証受講票

↓（直後）

受講者が行う作業

JIMGAからの連絡


