
 注文間違いなど個人的な理由によるキャンセル・返品・交換はできません。ご確認のうえお申込みください。

 なお乱丁や落丁は交換対応いたします。但し、購入後に書き込みをしてしまったり、汚してしまったものは

対象外です。

＊iPhoneは標準カメラで読み込めます
＊LINEのQRコードリーダーは

文字化けします

教科書購入サイトQRコード

広島国際大学（呉キャンパス）教科書販売
※2021年後期の教科書販売は、WEB申込＋宅配 で行います。

スマートフォン/PC/タブレットでログイン
 右のQRコードまたはURLからonSMaRTへログイン後、

購入してください
 ログインに必要な項目は、
①メールアドレス ②ご自身で設定したパスワード

 利用者登録に必要な項目は、
①学籍番号 ②所属 ③学年

 サイトに未登録の場合は、利用者登録から手続きを
お願いいたします

1．WEBサイトでご注文の上、お支払い（コンビニ/クレジット）の確認がとれたものから宅配便にて出荷をいたします。 （代引きでの配送は行ってお
りません）♦画面右上の検索機能「絞込検索」で【学年＋学科専攻】で絞込み、必要な教科書を選択してください。
2．配送料・決済手数料:無料（弊社負担にてお送りいたします。できるだけまとめてご注文いただけますようご協力お願いいたします。）※ご注文
品の中で、商品が欠品して一斉に配送できない場合がございます。その場合は、入荷後送料無料にて随時配送いたします。
3．配送スケジュールについては、下記カレンダーを参考にしてください。お支払い手続き確認後の出荷・到着予定スケジュールです。佐川急便にて配
送いたします。
4．お支払い手続き完了後のキャンセル・返品はお受けしておりません。必ずシラバス・ガイダンスを参考に、必要な教科書のみをご購入ください。
※特に2年生以上の上級生は過去に購入した教科書を誤って購入しないようにご注意ください。
注）クラス（組）分けがある英語科目については、自分の所属するクラス（組）の教科書のみを購入してください。
5．webサイトに掲載されていない教科書・参考書の購入を希望される場合は、呉キャンパス総合サービスセンターにて直接お申込みください。（お取
り寄せになります。）

※重要‼お支払い手続き完了後のキャンセル・返品はお受けすることは出来ません。
必ずシラバス・ガイダンスを参考に、自分が受講する授業をよく確認の上、必要な教科書のみをご購入ください。

https://bit.ly/3jOtaCn

お申込み前に必ずご確認ください

日程 備考

WEBサイト公開期間 9月15日（水）～10月5日（火）
※広島国際大学教科書購入サイトからお申込みの上、期間内に
ご購入してください。
※期間外のWEB販売は行っておりません。

コンビ二お支払い期限 購入手続き2日後まで

※お支払いはクレジットかコンビニ払いをお選びいただけます。
※コンビニ払いの場合、お申込みから2日以内にお支払いくださ
い。期限を過ぎた場合、キャンセルとなりますので、あらためてお
申込みいただく必要があります。

※前期にご利用した方も、新たに利用者登録をお願いします。

≪ 重要 ≫
※出荷スケジュールを予めご確認くださいませ。弊社でのお支払い確認後の出荷・到着予定のスケジュールとなっておりま
す。
※日曜・祝日は出荷作業をおこなっておりません。土曜PM12：00以降、もしくは日曜・祝日にお支払い手続きをいただいた場合の出荷・到着スケジュールにご注
意ください。
※コンビニ払いを利用される方は、コンビニでお支払い（決済処理）を完了しませんと出荷作業は行われませんのでご注意くださ
い。

お支払い手続き日 お支払い確認
締切予定時刻 出荷予定日 宅配便

到着予定日 お支払い手続き日 お支払い確認
締切予定時刻 出荷予定日 宅配便

到着予定日

9月15日（水） PM 12:00まで ⇒ 9月16日 9月17日 9月25日（土） PM 12:00まで ⇒ 9月27日 9月28日
9月16日（木） PM 12:00まで ⇒ 9月17日 9月18日 9月26日（日） ※25日（土）PM12:00以降のお支払い確認分は、28日出荷予定です。

9月17日（金） PM 12:00まで ⇒ 9月18日 9月19日 9月27日（月） PM 12:00まで ⇒ 9月28日 9月29日
9月18日（土） PM 12:00まで ⇒ 9月21日 9月22日 9月28日（火） PM 12:00まで ⇒ 9月29日 9月30日
9月19日（日）

※18日（土）PM12:00以降のお支払い確認分は22日出荷予定です。
9月29日（水） PM 12:00まで ⇒ 9月30日 9月31日

9月20日（月）祝 9月30日（木） PM 12:00まで ⇒ 10月1日 10月2日
9月21日（火） PM 12:00まで ⇒ 9月22日 9月23日 10月1日（金） PM 12:00まで ⇒ 10月2日 10月3日
9月22日（水） PM 12:00まで ⇒ 9月24日 9月25日 10月2日（土） PM 12:00まで ⇒ 10月4日 10月5日
9月23日（木）祝 ※22日（水）PM12:00以降のお支払い確認分は、25日出荷予定です。 10月3日（日） ※2日（土）PM12:00以降のお支払い確認分は、5日出荷予定です。

9月24日（金） PM 12:00まで ⇒ 9月25日 9月26日 10月4日（月） PM 12:00まで ⇒ 10月5日 10月6日
＜注意事項＞ 10月5日（火） PM 12:00まで ⇒ 10月6日 10月7日
※到着予定日は、中国地方エリアでの到着予定日を記載しております。詳しくは出荷メール（追跡番号）にてご確認くださ
い。
※配送エリアによっては、佐川急便の時間帯指定サービス対象外の地域であることがあります。詳しくは最寄りの佐川急便営業所にご確認ください。
（注：東広島市黒瀬町は時間帯指定サービス対象外となっております。）

前期に利用した方も、
新たに利用者登録
をお願いします。



購入方法 ※PCでも同様に進みます

【教科書販売のお問い合わせ】

サイトTOPページから ログイン後、画面左上メニューから

 手続きが完了すると購入完了メールが届きます
 購入完了メールは教科書を受け取るまで保存して下さい
 返金、返本はできませんので、受講する科目をよく確認の上お申し込みください。
 サイトでの詳しい購入方法は、解説動画でご確認いただけます（Wi-Fi環境推奨）

教科書選択から受け取り方法の選択まで、一気に!
途中でブラウザを閉じる、あるいは受け取り方法を中断すると最初から購入し直しになります。
なお、内容確認画面であれば、誤って選択した教科書の削除や再選択など、やり直しは可能です。

メールアドレスを登録

受信メールに記載の
URLにアクセス
↓
プライバシーポリシー同意
↓
パスワード・お名前などを登録

❶利用者登録
＊今学期のサイトで未登録の方はこちらから

メールアドレスと
ご自身で設定した
パスワードでログイン後、
教科書購入へ

❷ログイン
＊パスワードの再発行が出来ない場合、

利用者登録から手続きをお願いいたします

❸教科書選択

【推奨環境】 ●スマートフォン [OS] iOS8- 、Android4.1- [ブラウザ] Safari, GoogleChrome ●PC [ブラウザ] Internet Explorer 11.x, Microsoft Edge, Safari, Google Chrome いずれも最新版

＊予約注文後のキャンセルは出来ませんので、
購入間違いがないか必ずご確認ください

メールが届かないとき

info-smarts@maruzen.co.jpをアドレス帳や連絡先に登録する
など、メールを受信できるよう設定をお願いいたします。
迷惑メールフォルダに振り分けられている場合もございます。

それでも不明な場合は、設定方法について利用者登録画面のリンク
から各キャリアのHPをご参照ください。

購入間違いにご注意ください

ご購入の際は、学科・学年を必ずご確認ください。
購入内容は、確認画面で必ず確認してください。
※ご注意ください※
お支払い手続き完了後のキャンセル・返品はお受けすることは出来ません。
必ず自分が受講する授業をよく確認の上、必要な教科書のみを購入してください。

株式会社常翔ウェルフェア
呉総合サービスセンター

TEL : 0823-73-8317

営業時間:10:00～16:30（土日祝日を除く）

【教科書販売】

購入方法解説
動画QRコード

動画URL：https://vimeo.com/351134157

❹住所入力

郵便番号入力
(住所自動呼出し)
↓
番地以降を入力
↓
入力確認

❺決済手続き
＊中断した申込は無効となり支払いは発生しません

「支払い」
↓
必要事項を
入力

❻購入手続き完了
＊購入完了メール、または購入履歴で確認できます

【購入完了メール】
・予約番号
・決済方法
(コンビニ支払い番号)
(コンビニ支払期限)

・受け取り方法
・ご注文内容

手続き途中でやり直したいとき

●コンビニ店頭での支払い前
購入手続き完了後は、選択したコンビニの変更不可ですのでご注意ください。
支払っていない申込は無効となります。そのまま支払いを行わなければ重複購
入とはなりませんので、新たに教科書を購入し直してください。
●クレジット決済
手続きを中断した場合、やり直しは出来ませんが引き落としも発生しません。
購入手続きが完了した申込分のみ引き落とされます。

onSMaRT担当デスク 営業時間:9:00～17:30（土日祝日を除く）

Web:問い合わせフォーム

E-mail : smarts@maruzen.co.jp
※学校名、氏名の明記をお願いいたします。

画面右上の虫眼鏡マークから
検索が可能です
●初期化
検索結果をリセット
●閉じる
検索結果を表示

※絞込検索機能を使い【学年＋所属】で
絞り込み、必要な教科書をご選択ください。


