
２０２３(令和５) 年度

ＭＩＨＯ美学院中等教育学校

生徒募集要項 (入学試験のご案内 )

＜海外受験者用＞

C日程



個人情報の取り扱いについて

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、入学試験の出願に際して、受験者および
保護者から提出された個人情報は、本校において、出願処理、入学試験の実施、合格発表
入学までの手続きと、これらに付随する事項（出願書類に不備のあった場合の連絡など）
を円滑に行う目的で利用し、責任をもって、個人情報の適正な管理と保護に努めます。



１

試験区分・日程

※)専願は合格した場合、本校に必ず入学することが条件です。

C日程 試験日：２０２３年 2月４日（土）【 専願  】※

２０２３( 令和５) 年度　生徒募集要項概要＜海外受験者用＞

C日程

試験内容 インターネットを使用したオンラインでの一対一での学力検査と面接

※国語の口頭試問では、基本的な語彙力・国語運用能力を図ります
 　日本語能力検定（JLPT)　N５程度
※英語口頭試問は、英検準 2級程度
※面接は、英語もしくは母国語による面接

試験会場 本校の指定する時間にインターネットと
                   Microsoft Teams を使用したオンライン会場

【オンライン会場の設置に伴いご準備いただくもの】
場所 : 自宅もしくは、静寂が確保できる個室
機器 : カメラとマイク付きのパソコン（マイク付きWeb カメラの使用も可）
　　　イヤホンもしくはヘッドホンを使用
　　　パソコンはOS がWindows10 もしくはMac OS
　　　インターネット接続環境については良好な環境を用意する
　　　緊急連絡用としての携帯電話もしくはスマートフォンなどのモバイルフォン

海外追加日程＜専願＞
 2023 年 2月 4日（土）

20分

20分

20分

児童・保護者面接

国語口頭試問

英語口頭試問

受験科目 配点 試験時間

100点

100点



出願手続き書類
受験票

成績証明書

ＭＩＨＯ美学院
奨学基金奨学生申込書

必須

希望者のみ

Web出願サイト（プラスシード）にて作成
作成手順については、1０～１１ページ参照

所属・出身小学校のもの

募集要項 5・6ページ参照
申込用紙７ページを切り離して使用してください

出願手続

令和５年度入試から、出願手続きはWeb出願サイト（プラスシード）にて行っていただきます。

◆お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレット端末から出願期間内であれば２４時間出願手続きが可能です。
◆受験票は各自で印刷し、入学試験当日にご持参ください。（１０ページ【Web出願の手引き】参照）
◆「成績証明書」ならびに「MIHO美学院奨学基金奨学生申込書」については、下記の送付先・書類発送期日までに発送願います。

◆Web出願の手続き方法については、１０ページ【Web出願の手引き】をご覧ください。

出願期間 ２０２３年１月２０日（金）～２０２３年２月３日（金）

◆インターネット環境がなく、Web出願が困難な場合は、本校「入試対策部」までお問い合わせください。

　
２０２３年２月３日（金）必着書類発送期日

〒529-1813　　滋賀県甲賀市信楽町畑 369
　ＭＩＨＯ美学院中等教育学校　入試担当　行

<送付先＞

369 HATA-SHIGARAKI-CHO , KOKA-SHI , SHIGA , 529-1813 , JAPAN
　ＭＩＨＯ美学院中等教育学校　入試担当　行

接続リハーサルの流れ

接続
リハーサル

出願受付後、プラスシードに登録いただいきました Eメールアドレス宛に、
接続リハーサルと試験の日時ならびに、接続リハーサル用の接続先URLを
記載した Eメールを送信させていただきます。

接続リハーサル時は受験時と同様の環境をご用意ください。
　場所：自宅もしくは、静寂が確保できる個室
　機器：カメラとマイク付きのパソコン（マイク付きWeb カメラの使用も可）
　　　　イヤホンもしくはヘッドホンを使用
　　　　パソコンはOS がWindows10 もしくはMac OS
　　　　インターネット接続環境については良好な環境を用意する
　　　　緊急連絡用としての携帯電話もしくはスマートフォンなどの
　　　　モバイルフォン

接続リハーサル終了後、受験会場への接続先URL を記載した E メール
をプラスシードに登録いただきました E メールアドレス宛に送信させて
いただきます。
※接続方法については、９ページをご確認ください。

２



受験上の注意

受験当日
持ち物

受験票、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、メモ用紙
（口頭試問の際に、使用してかまいません）

※以下のものは試験会場に持ち込めません
　翻訳機能等のある電子機器、携帯電話、スマートフォン、電子辞書等
   時計ならびに、時計機能が付いた電子機器、ウェアラブル端末等

オンライン
会場への

入室について

本校指定の集合時刻までに、「令和５年度 入学試験会場」の Eメールに記載
された接続先URL へ入室してください。
※集合時刻の 1５ 分前より入室可能となります。
連絡なく集合時刻より 30 分以上遅刻した場合は、受験できません。
会場となる個室には、口頭試問時は受験児童以外の方は退席願います。
面接時は、受験児童ならびに保護者以外の方は退席願います。

受験の遅刻
辞退の連絡

以下の場合、試験当日の本校指定の開始時刻までに本校ヘご連絡下さい。
オンライン会場の接続に不備が生じた場合
急病や、やむを得ない事情で受験を辞退する場合

●

●

保護者の方へ 緊急連絡用としての携帯電話もしくはスマートフォンなどのモバイルフォンを
ご用意ください。

３

● Web出願サイト「プラスシード」で結果を確認いただけます。
通知日に合否結果通知を、出願時の受験者住所へ発送致します。
合否結果に関して、電話やＦＡＸ、Ｅメールでのお問い合わせには一切応じません。

●

海外日程 2023年２月 9日（木）10：00 Web 上で通知入試結果通知

入学手続

ＭＩＨＯ美学院奨学基金奨学生について

制度内容：５・６ページの「ＭＩＨＯ美学院奨学基金奨学生募集要項」をご覧ください。

申請方法：７ページの「ＭＩＨＯ美学院奨学基金奨学生申込書」を個人調査書と共に提出してください。

C日程【専願】 2023年２月１７日（金）まで

入学金　150,000円

手続期限

◆ 本校指定銀行までお振込みください｡
◆ 一旦納入された入学金は、原則返金致しません。

海外送金で振り込む場合の注意事項
送金の際は、本校指定口座への着金が入学金額になるよう送金手続きを行ってください。
　※手数料等を差し引いた額が入学金額となるように手続き願います。（手数料送金人負担）
　※入学金額を超える金額が振り込まれた場合、原則返金は致しかねます。

送金先となる本校指定銀行は４ページを御覧ください。



入学準備説明会 入試結果通知後に、別途Eメールにてご連絡させていただきます。
オンラインでの実施予定

※

振替日 2023年
4月27日(木)

納入方法 預金口座振替にて納入

納入額合計 (a) ＋ (b)

諸経費合計 (b)

諸
経
費

校費合計 (a)

校

費

600,000

(単位：円）
2023年度
年額 第１回納入 第２回納入 第３回納入 第４回納入

ＭＩＡ父母の会費

2023年
6月27日(火)

2023年
9月27日(水)

2023年
12月27日(水)

200,000
500,000

1,300,000
60,000
60,000
6,000
5,000

131,000

1,431,000

150,000
50,000

125,000
325,000
60,000
60,000
6,000
5,000

131,000

456,000

150,000
50,000

125,000
325,000

325,000

150,000
50,000

125,000
325,000

325,000

150,000
50,000

125,000
325,000

325,000

授業料
教育充実費
寮費・食事費

補助教材費
旅行積立金
生徒会費

その他、制服・体操着等の学校指定品に、別途費用が必要となります。
授業料等納入金の納入は基本的に預金口座振替(自動引落)となります。
なお第２学年時、第１回納入振替日は、2024年3月27日 (水) となります。

学校納付金について

 入学後の納付金（校費・諸経費）の年額は以下のとおりとなります。（予定）

※諸経費につきましては昨年度の徴収額を
　予定として記載しております。
　変更の場合は事前にご連絡いたします。

４

指定
口座

銀行名

支店名

支店住所

名義

店番号
口座番号

住所

三井住友銀行
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION（SWIFT コード：SMBC JP JT)

京都支店（496）　　KYOTO BRANCH（496）

〒600-8008　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8
     四条烏丸交差点角京都三井ビル内
8, Naginatabokocho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 600-8008, Japan

学校法人MIHO 美学院
EDUCATIONAL FOUNDATION MIHO BIGAKUIN

ACCOUNT　NO．8859201

〒529-1813　滋賀県甲賀市信楽町畑369
369 HATA-SHIGARAKI-CHO, KOKA-SHI, SHIGA, 529-1813, JAPAN

本校指定銀行



MIHO美学院奨学基金奨学生募集要項（令和５年度入試）

１）受給資格
　　次のいずれにも該当する児童
　　・令和５年度入学試験の出願資格に該当する方
　　・令和４年中の収入額が 590万円未満（給与所得者の場合）の世帯（保護者の収入額の合算）
　　　の方で、 本奨学金の受給によらなければ入学が困難な方。
　　　※給与所得者以外（自営業の方等）は、別途ご連絡ください。
　　・他より、授業料・教育充実費支払いのための援助（公的機関からの支援金等は除く）を受け
　　　ていない方。
　　　ただし、援助を受けている方でも、その援助額が授業料・教育充実費の総額に満たない部分
　　　は、その満たない金額の範囲内において、奨学金給付の対象とします。

２）募集人数　若干名

３）奨学金給付額
　　授業料および教育充実費（以下、「授業料等」という。）の一部として年額 40万円以内
　　（年収 350万円未満の世帯）、または年額 20万円以内（年収 590万円未満の世帯）。

４）給付方法
　　奨学金給付は、納入される授業料等との相殺にて行います。入学年度は、一旦該当金額の授業
　　料等の徴収を猶予とし、6月末頃、令和４年中における収入に関する書類をご提出いただき、
　　審査を経て、奨学金給付確定といたします。
　　次年度以降は毎年度所定の審査を行います。新年度前に申込書をご提出いただき、給付の仮決
　　定を行います。6月末頃に審査を行い、給付確定とします。
　　なお、審査結果により、給付の停止または取消しを行う場合があります。

５）給付対象期間　入学年度から卒業年度までの 6年間。

６）申込方法
　　入学願書提出期間内に、個人調査書と同時に「MIHO美学院奨学基金奨学生申込書」を提出し
　　てください。
　　本奨学金の申込受付は、入学出願時のみとなります。
　　収入額を証明する書類（市区町村長等が発行する「令和５年度所得証明書」等）は、合格発表
　　後、入手され次第ご提出をお願いします（5月頃にご提出の案内をお送りいたします）。

７）選考方法
　　入学試験の選考と同時に、校長を始めとして組織する「奨学生選考委員会」にて、本校が定め
　　る基準（入学試験の選考結果および世帯収入等）により選考を行います。

５



６

８）選考結果
　　入学試験結果の合格発表と同時に郵送にて通知します。

９）奨学金給付の停止等の要件
　　次のいずれかに該当した場合は、奨学金給付の停止または取消しを行います。

 ・退学したとき
 ・休学し、または長期にわたって欠席したとき
 ・原級留置となったとき
 ・学業成績または性行が不良となったとき
 ・奨学金を必要としない理由が生じたとき
 ・保護者より奨学金受給停止の申し出があったとき
 ・奨学金申込書に虚偽の記載もしくは、選考決定内容に支障を与える重大な過失記載があっ
　　　　 た場合
 ・授業料等、学校納付金の滞納が発生し、その状況が改善されない場合
 ・上記のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
 ・その他奨学生としての資格を失ったとき

１０）その他
　　　本奨学金申込みに関する内容が、入学試験の選考結果に影響を与えることは一切ありません。
　　　また、選考結果については、該当児童の保護者にのみ通知することとし、公表は行いません。
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令和５年度　入学試験
Microsoft Teams 会場への参加方法について

Microsoft Teams 会場への参加は、下記の手順で行ってください。
インターネットの環境等によっては、音声や映像が途切れる場合がございます。

本校から送付の Eメールに記載された
オンライン会場へのアクセスリンクをクリックしてください。
※接続リハーサルと本番の会場は異なります。

＜パソコンのブラウザから参加する場合＞

Teamsがブラウザで開きます。
「このブラウザーで続ける」をクリックして進みます。

マイクやカメラへのアクセス許可を問われる場合があります。
Teams で使用しますので「許可」を選択してください。

受験番号を入力してください。
その後、「今すぐ参加」をクリックしてください。

会場のロビーに接続されます。
会場への入室許可を本校で行いますので、お待ちください。

＜参加上の注意事項＞
参加中はカメラとマイクを「オン」にしてください。

１ ２

３ ４

５

受験番号（必須）

許可を選択　※画面の下側に表示される場合あり

※入室許可は開始１０分前より実施いたします

クリッククリック

クリック

※図はどちらも「オフ」の状態

Microsoft Teams 　会議 
 
コンピューターまたはモバイル アプリで参加 
 
会議に参加するにはここをクリック 
詳細情報ヘルプ | 会議のオプション 

９
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Web出願の手引き
◆お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレット端末から出願期間内であれば２４時間出願手続きが可能です。
◆詳しくは、本校のウェブサイトに掲載する「Web出願の手引き詳細」をご参照ください。（11月掲載予定）
◆ご家庭にインターネット環境がない場合は、本校の入試対策部までご相談ください。
　TEL：0748-82-3435（代表）8：30～18：00

出願手続きの流れ

所属・出身小学校の
「成績証明書」を準備

※手元にない場合は、小学校に発行を依頼してください。
　小学校への依頼は早めにお願いいたします。

「MIHO美学院奨学基金奨学生」申込書作成※

※奨学金を希望されない・該当されない方は、「STEP ②」へ

本校ウェブサイト→ 生徒募集 → 入試情報

プラスシード（Web出願サイト）へアクセス

新規登録（マイページ登録）※

※既に登録がお済みの方はログインし「STEP ②」へ

出願情報の入力

受験料の支払い方法選択 → 支払い

受験者の顔写真データの登録

受験票の印刷

試験当日に受験票を持参

発送準備

◆「成績証明書」と「MIHO美学院奨学基金奨学生申込書
　（希望者のみ）」を封筒に入れ、２ページに記載の
　「送付先」まで、書類発送期日までに発送してください。

発送手続き

◆発送状況が追跡できる方法で、発送してください。

Web出願サイトへの出願手順 必要書類の作成・発送手順

１

１

２

１ ２ 受験料の支払い方法
決済方法は３種類です

本校ウェブサイト、プラスシードへのURL、QRコード

本校ウェブサイト プラスシード
１．クレジットカード決済
２．コンビニ前払い決済
３．ペイジー決済
　　（ネットバンキング、ゆうちょ銀行ATM）

１０

https://seed.software/public/mihobigaku_jrhttps://www.mihobigaku.jp



Web出願Q＆A
自宅にパソコンやプリンタがない場合
はどうすればよいですか ?

Q.

自宅以外のパソコンからも出願が可能です。 
自宅にプリンタがない方は、コンビニエンス
ストアでも印刷が可能です。

メールアドレスがない場合はどうすれ
ばよいですか ?

Q.

携帯電話のメールアドレスや、フリーメール 
(Gmail や Yahoo!mail など ) でもかまいませ
ん。ご登録いただいたメールアドレスには
プラスシートへの登録完了や出願完了メール
が送信されますので、緊急時にもご確認いた
だけるメールアドレスをご登録ください。

携帯電話のメールアドレスからでも
プラスシードへの登録はできますか ?

Q.

登録できます。
迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定
されている場合は、必ず下記ドメインを受信
できるように設定してください。

　　＠seed.software

氏名や住所の正しい漢字が、登録の時
に入力できないのですが、どうすれば
よいですか？

Q.

氏名や住所は常用漢字を入力してください。 
本校へ入学手続き時に、正しい漢字を登録い
たします。

出願完了後に入力内容の誤りに気づい
た場合、変更はできますか ?

Q.

出願完了後は、Web出願システムからの変更
はできません。修正が必要な場合は本校まで
ご連絡ください。

  　　　TEL：0748-82-3435
         　　　  8：30～18：00

出願完了後に出願内容を確認できます
か ?

Q.

プラスシードのマイページ「出願履歴」より
ご確認いただけます。ＩＤ(メールアドレス )
とご自分で設定されたパスワードでプラスシ
ードのマイページにログインしてください。

１１
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WEB 出願の手引き詳細
【海外日程用】

第1章　出願サイト「プラスシード」への新規登録

第２章　出願の手順

第３章　出願登録（情報入力）

第４章　受験票の印刷について

１－２

３

４－７

８



【重要】　既に出願サイト「プラスシード」への新規登録を済ませている受験生は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「第２章 出願の手順」（３ぺージ）より出願手続きを進めて下さい。

はじめに
迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合は、「@seed.software」の受信を許可してください。
 メールが届かない場合は、ご自身もしくは、ご使用の端末（キャリア）のサポートセンターで設定確認をお願い致します。

第１章　出願サイト「プラスシード」への新規登録

※アクセスにはMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari をご利用ください。
　（※Internet Explore はサポートが終了しているためアクセスに使用できません。）
※本校ウェブサイト「生徒募集」ページのリンクからもアクセスできます。

WEB 出願サイト「プラスシード」

URL：https://seed.software/public/mihobigaku_jr

「新規登録」を押して、登録に進む

メールアドレス宛
に本登録案内が届
きます。入力・チェック後、

「送信する」ボタンを
押して登録する。

メールが届かない場合は？Q迷惑メールボックスを確認し、届いていない場合は迷惑メール対策等がなされていないか確認してください。
確認後、再度上記手順を行い本登録案内が届いていることを確認してください。

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

メールが届いてから６０分以内にURL にアクセス

※メールの送信元と件名は以下のとおりです
　　　送信元：「PLUS SEED」 no-reply@seed.software
　　　件名：[プラスシード ] [MIHO 美学院中等教育学校　前期 ] 
　　　　　　本登録URL のお知らせ

１．本校のWEB出願サイトにURL もしくはQRコードからアクセス

２．「新規登録」( 画面下部 ) を選択して、登録のためのメールアドレスを入力

３．届いた本登録案内のメールにある、URL にアクセス

【注意事項】
　６０分を超えるとURL は無効になります。
　その場合は、手順２を再度行ってください。

１



※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

４．マイページ登録

「次へ」のボタンを押して、マイページ登録に進む

クリックして、マイページにログイン

登録完了のメールが届きます

【情報を入力】
氏名・ふりがな
性別・生年月日
パスワード
小学校名

【注意事項】
受験生の情報を
入力してください

登録したメールアドレスが表示されます

第２章　出願の手順へ

２



第２章　出願の手順

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ 
③

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ 

②

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ 

①

所属・出身小学校の
「成績証明書」を準備

※手元にない場合は、小学校に発行を依頼してください。
　小学校への依頼は早めにお願いいたします。

「MIHO美学院奨学基金奨学生」申込書作成※

※奨学金を希望されない・該当されない方は、「STEP ②」へ

第１章　出願サイト「プラスシード」
　　　　への新規登録　参照

出願情報の入力

受験料の支払い方法選択 → 支払い

受験者の顔写真データの登録

受験票の印刷

試験当日に受験票を持参

発送準備

発送手続き

◆発送状況が追跡できる方法で、発送してください。

Web出願サイトへの出願手順 必要書類の作成・発送手順

第３章　出願登録（情報入力）　参照

第４章　受験票の印刷について　参照

本校ウェブサイト→ 生徒募集 → 入試情報

プラスシード（Web出願サイト）へアクセス

新規登録（マイページ登録）※

●　「MIHO美学院奨学基金奨学生 申込書」「発送先住所」について

第３章　出願登録（情報入力）へ

◆ WEB出願サイトへの出願と併せて、必要書類の作成ならびに本校への郵送をお願い致します。
◆ 作成ならびに発送締切については、生徒募集要項をご確認ください。
◆ 生徒募集要項ならびに「MIHO美学院奨学基金奨学生 申込書」は本校WEBサイトから取得可能です。

本校WEB サイト「生徒募集」ページ

URL：https://www.mihobigaku.jp/news/2023_nyuushi/

ページ内の「各種ダウンロード」より各書類が取得できます。

３

◆「成績証明書」と「MIHO 美学院奨学基金奨学生申込書
　（希望者のみ）」を封筒に入れ、生徒募集要項２ページに
　記載の「送付先」まで、書類発送期日までに発送して
　ください。



第３章　出願登録（情報入力）

１．WEB出願サイト（プラスシード）のマイページにログイン

※アクセスにはMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari をご利用ください。
　（※Internet Explorer はサポートが終了しているためアクセスに使用できません。）
※既にマイページにログイン状態の方は、手順２に進んでください。

WEB 出願サイト「プラスシード」マイページ

URL：https://seed.software/login

２．入学試験日程一覧から受験する日程に出願

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

マイページ登録時のメールアドレスと、パスワードを
入力してください。

入力後、「ログイン」ボタンから、
マイページにログイン

ログイン用のパスワードを忘れた場合は？Q「パスワードを忘れた方はこちら」から再設定してください。
※再設定にはマイページ登録時のメールアドレスが必要です。

受験日程を選択

入試日程一覧を選択

「出願へ進む」ボタンを押し、
出願情報の入力に進む

「出願へ進む」ボタンが出ない？Q ●出願期間外は「出願へ進む」ボタン
　は出ません。
（「出願開始前」と出ます。）
●マイページにログイン出来ていませ
　ん。手順１に戻ってマイページに
　ログインしてください。

４



３．出願情報の入力ならびに確認・変更を行う

の情報を確認いただき、空欄を入力してください。※の項目は入力／選択／登録必須です。

①の受験生情報を確認してください。
間違いがある場合は、②の「こちら」ボタンを押し、
受験生情報の変更を行ってください。

１

２

顔写真データを登録してください。
登録には「登録する」ボタンを押て、登録する写真
データを選択してください。

●海外日程→「専願」のみとなります。

【顔写真データの詳細】
・縦 800px、横 600px 以上の縦長の画像
　(目安 : 縦 5.0 cm × 横 4.0 cm)
 ・ファイルサイズは 4MB まで
・上半身脱帽、最近 3 ヶ月以内に撮影したもの
・カラー、白黒どちらでも可
※スマートフォンからの場合、その場で写真を撮影し、
　反映させることもできます。
※受験生の顔がはっきりと分かる画像データを、
　ご準備ください。

登録が完了すると、写真データが反映されます。

【注意事項】
「専願」は合格した場合、本校に必ず入学することが
条件です。

希望の支払い方法を選択してください。
※クレジットカードを選択された場合、カード情報を
　入力する画面が追加で以下のように表示されます。

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

●入力途中で保存したい場合は、「下書き保存」をクリックし、
　情報を保存してください。（※出願は完了していません）
●全ての情報入力が終わりましたら、「確認画面」へをクリック
　し、確認画面に進んでください。（※出願は完了していません）

【注意事項】
クレジットカードでの受験料支払いを推奨
ペイジー、コンビニ決済は海外では使用できない可能性が
ございます。（※日本の銀行口座をお持ちの場合は、ペイ
ジーを利用いただける場合がございます。）

５

VISA ／Mastercard ／ JCB ／ AMEX ／ Diners Club
【使用可能なクレジットカード】



４．入力・選択・登録した情報を確認

情報を確認し、間違いがあれば「戻る」から情報を修正してください。間違いなければ「送信する」をクリックしてください。

●利用規約をお読みいただき、同意にチェックをし、
　　　　　　　　　　　「送信する」ボタンを押してください。
※出願完了の画面が表示されるまでに画面を閉じたりブラウザの
　戻るボタンを押すと、出願が取り消されますので注意

●ペイジー・コンビニ支払いの場合

第４章　受験票の印刷について に進む

５．受験料の支払いを行う　に進む

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

●クレジットカード支払いの場合

第４章　受験票の印刷について　に進む

…

●登録メールアドレス宛に出願完了の、
　　　　　　　　　　　お知らせメールが届きます。

※クレジットカード支払いの場合、
　支払い完了メールは届きません。

６



５．受験料の支払いを行う

注意事項
● 受験料のお支払いは、各日程の出願期間内にお済ませください。
● 出願期間後にお支払いいただくと、本校で入金確認ができず、受験いただけない場合がございます。

ペイジー・コンビニ支払いの場合

●登録メールアドレス宛に支払い情報のメールが届きます。
　情報に基づき、受験料の支払いを完了後に入金確認メールが届き、出願が受理されます。

振込先情報を基に、出願期間内に
金融機関の ATMまたはネット
バンキングにてお支払いください。

支払先情報を基に、出願期間内に
メールに記載のコンビニでお支払
いください。

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

第４章　受験票の印刷について に進む

第４章　受験票の印刷について に進む

●ペイジー支払い ●コンビニ支払い

入金確認メール

入金確認メール

【注意事項】
収納機関によって入金の反映に多少時間がかかる場合が
ございますので、入金確認メールの到着が即時に届かない
場合がございます。入金はお早めにお願い致します。

７
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マイページへのログインは、「第３章 出願登録（情報入力）」の「１．WEB 出願サイト（プラスシード）のマイページにログイン」参照

第４章　受験票の印刷について

注意事項
● 受験料の支払いが完了しないと、受験票は発行できません。
● 事前に受験票を印刷し、試験当日にご持参ください。　※受験票は本校から発送しません。

１．マイページにログインし、「入試出願状況」を選択、受験票を印刷する日程を選んでください。

①「入試出願状況」を選択し、
②受験票を発行する日程を選択

【注意事項】
検定料の支払い状況が「支払済」と出ない場合は、
出願が完了しておらず、受験票が発行できません。
先に支払いを済ませてください。

選択すると、
受験票がダウンロード
されます。

＜印刷時の注意事項＞
　①A4 サイズ・白色の普通紙を使用してください。
　②「カラー」もしくは「白黒」で印刷してください。
　③切り取り線で切り取って、試験当日に持参してく
　　ださい。

※＜受験上の注意＞欄には目をとおしておいてください。

※仕様変更等によって、実際の画面と異なる場合があります。

８


