
京都外国語大学
教科書販売のご案内

 注文間違いは他に必要とする方の購入を妨げることにもなります。ご確認のうえ間違いのないようにお申込みください。
 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、汚したものは対象外です。

購入教科書が決まったらQR
コードをスキャンしてください!

日 日 時 備 考

Webサイト公開期間 4/1（土）～5/7（日）

上記期間店頭での直接販売はできません。

＊授業開始日以降のご注文の場合、品切れ
が発生しやすくなりますのでご注意下さい。

コンビニ決済の場合の
お支払い期限

購入手続き後、2日以内のお支払 ＊忘れずにお支払いください。
未払いの状態では、教科書をお引き
渡しできません。

受け取り期間（店頭）

受け取り期間（配送）

4月3日（月）～12日（水）10:00～15:00

4月13日（木）～
平日 9:00～19:00／土曜日10:00～15:00

受け渡し場所:11号館 丸善書籍売店前

１回の配送につき送料900円で承ります。
4/6（木）までにお支払いの場合、品切れの場合を除き、
4/11(火）までに発送予定です。
大学構内での受取が困難の場合こちらをご利用ください。

＊御注文即日の受け渡しはできません。
通常、お支払日の2日後、休日を挟む
場合は休み明け2日後が目安です。

＊4/7（金）以降にお支払いの場合は、
4/12（木）以降に順次発送となります。

クレジット/コンビニ決済

コンビニ払いなら
お近くのコンビニで楽々手続き

クレジットは一括払い
ご家族の方の決済も可能です。

スマホで登録

登録に必要な項目はご確認ください

購入手続き

QRコードをスキャンして購入サイトへ

簡単購入手続き

必要な教科書を
絞り込んで選択スマホだけでなく

タブレットやPCでも可能です。

出荷メールで問い合わせ番号も事
前確認可能

①メールアドレス ②学生氏名
③学籍番号 ④学部 ⑤学科

絞込項目は下記の通り

①学部 ②科目区分 ③学年 ④授業
名など

https://bit.ly/3kE9uEE

前年販売サイトとは異なります。
あらためてご登録をお願いします。

店頭受取と配送受取の選択
が可能です。

配送は希望受取先の指定が
可能です。

受け取り 店頭/配送

購入スケジュール

教科書購入を希望される方は下記スケジュール等ご参照の上、スマホ/PCか
ら必要な手続きを行ってください。
★原則WEB申し込み販売のみとさせていただいております。
★店頭での受取が困難な場合は、配送も対応いたします。



仮登録のメールが届きません・・・

onSMaRTのFAQ

●本サイトでは、一度ブラウザを閉じる、あるい
は支払画面で支払を中断する等した場合、最
初からやり直しになります。
●購入時には中断する事なく選択から支払作
業までを完了してください。
●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
となっております。

手続き途中ならやり直し可能です
●コンビニ支払をご選択された場合:

間違ってお申込みされた分の支払を行わず、
新規に教科書をお申込みください。

●クレジット支払をご選択された場合:
onSMaRT担当デスクへご連絡ください。

●お支払いが完了した後での購入内容の変
更は承れません。

申し込みから購入まで一気に!

「maruzen.co.jp」ドメイン指定をしていますか?
利用者登録画面から、各携帯キャリアのHPを参照してください。
不明な場合は、各携帯キャリアへお問い合わせください。
※当社へお問い合わせいただいてもお答えできないことご了承ください。

Q
A

教科書の探し方がわかりません・・・

onSMaRT右上虫眼鏡で、各種条
件から絞り込みできるので、必要な教
科書がすぐ見つけられます!

間違えて購入してしまいました・・・

お支払い手続き途中の場合は、やり直しが可能です。下記
注意事項を参考にしてください。
お支払い手続きが完了した後では、onSMaRT上のやり直
しができません。
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、汚したものは対象外となります。

Q
A

購入手続きはムービーでチェック!

【onSMaRT推奨環境】
●スマートフォン
[OS] iOS8- 、Android4.1-
[Browser] Safari, 
GoogleChrome

●PC
[[Browser] Internet Explorer 11.x, Microsoft Edge, 
Safari, Google Chrome いずれも最新版

※Androidの「ブラウザ」は
ご利用いただけません

LINEのQRコードリーダは文字化けして読み取れません。
他のアプリをインストールしてお使いください。

注意事項

※使用した通信データはお客様負担となりますので、ご注意ください。
（Wi-Fi環境推奨）

Q
A

品切れ商品の対応について

営業部門からのご連絡

販売・発送:丸善京都外国語大学売店
〒615-0058 京都市右京区西院笠目町6  11号館1階
平日 9:00～19:00／土曜日 9:00～15:00
営業時間外のお問い合わせはsmarts@maruzen.co.jpまで。

利用者登録前 ログイン後・・・左上メニューから

【教科書販売のお問い合わせ】

購入方法解説
動画QRコード

動画URL： https://vimeo.com/317186747

●品切れ商品は「予約購入」という
形でご購入いただくことが可能で
す。

●ご購入時に品切れ表示が間に合
わず、商品がお出しできない場合
がございます。その際、ご注文いた
だいた商品はすべて「予約購入」
扱いとさせていただくことになります。

●ご予約商品は配送の対象とはな
りません。入荷後、店頭でのお引
渡しとなります。

●onSMaRT担当デスク smarts@maruzen.co.jp

もしくは、onSMaRTの
問い合わせフォーム⇒
からお願いします。



KYOTO UNIVERSITY OF
FOREIGN STUDIES

Textbook purchasing guide

★ In principle, we only sell online applications. 
★ In the fall semester, you can choose between over-the-counter 
and delivery receipt.

 We do not have a lot of stock so please check your orders carefully.
 We will not take back books that have been written into.

You can order textbooks
via this QR code.

date note

Online Sales 
Periods

4/1(Sat) ～ 5/7(Sun) If you place an order after the 
class start date, it will be out of 
stock. Please note that it is more 
likely to occur.

Convenience Store Within 2days after ordering Do not forget for your order.

Store receipt

Delivery receipt

4/3(Mon) ～ 4/12(Wed)
10:00～15:00

4/13(Thu) ～
Weekdays 9: 00-19: 00 Saturdays 10: 00-15: 00

Receipt place: Building No. 11 (inside the university) 
in front of the Maruzen book shop

We accept shipping fee of 900 yen per delivery. If payment is 
made by 4/6 (Thu), it will be shipped by 4/11 (Tue), excluding 
out-of-stock items.

Orders cannot be delivered on 
the same day.Usually, 2 or 
3days after the payment date is 
a guide.

In the case of overseas shipping, 
it will take about one week plus 
this schedule on the left. Also, it 
may not be possible to ship due 
to air mail regulations.

Select method of
payment

Credit card 
Or

Convenience store

Register
Via smartphone 

or PC
Store /  Delivery

How to Buy

Choose text book

Go to the purchasing
site via QR code

Sort conditions

①Undergraduate
② Course classification ③ year 
④ Class name

A shipping fee of 
900 yen applies.

You can choose to 
receive at the store or 
receive the delivery.

https://bit.ly/3kE9uEE

Purchasing guide

The site of the preceding period cannot be 
used. Please make a new registration.



●onSMaRT desk ⇒ smarts@maruzen.co.jp
or 

onSMaRT web contact from

If you close your browser before
your order is finished or you cancel 
during payment selection, you will
have to restart the ordering process.

CAUTION

In case you have made a mistake 
during your order you can add or
remove items on the confirmation 
screen

Please make sure to finalize your 
order and payment selection 
without interruptions.

Check the purchase procedure in the movie!

Recommended environment

●Smartphone
[OS] iOS8- 、Android4.1-
[Browser] Safari, Google Chrome

●PC
[Browser] Internet Explorer 11.x, Microsoft Edge, Safari, 
Google Chrome (Both are the latest versions)

※Please note that the communication data 
used will be borne by the customer.

販売・発送:丸善京都外国語大学売店
〒615-0058 京都市右京区西院笠目町6 11号館1階

【Enquires  regarding textbook purchasing】

How to buy
QR code

movie URL： https://vimeo.com/317186747

※

※

※

Order  cancellation

※

Ordering process

Simply order again and pay for the 
correct order.

(In case of Credit card)
Please contact the on SMaRT desk
via phone

※

Once your payment has been finished
we cannot change your order.
Please check your orders carefully.

※

Out of stock items

You can reserve sold out items.※

※ When ordering items some of them
will not be marked “sold out” yet
even though they are out of stock.
These items will be reserved for you.

Please pick up reserved items at the
Maruzen KUFS campus bookstore.

※

Sale/shipping:Maruzen Kyoto University of 
Foreign Studies campus
〒615-0058 Kyoto city Ukyoku Saiin Kasamecho 6 
building 11 1st floor.    
mail address ： smarts@maruzen.co.jp

※ If you wish to ship overseas, you 
will need your phone number and 
English address/name.
Please contact the following 
address as you cannot request from 
the normal order form.
smarts@maruzen.co.jp

If you wish to ship overseas, please 
contact us using the inquiry form 
below.

International shipping

※


