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ネット出願から合格発表までの流れ

・ 送付用表紙
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郵送の場合［締切日までに必着］
　　

持参の場合
　　

8 月30日（金）～9 月10日（火） 2019年 9月18日（水）

2019年11月18日（月）

2020年 1月21日（火）

10月28日（月）～11月8日（金）

1月  6日（月）～ 1月14日（火）

⑤
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1月  6日（月）～ 1月14日（火）

⑤



9 月19日（木）～ 9月27日（金） 2019年10月15日（火）

2019年12月16日（月）

2020年  2月18日（火）

11月19日（火）～11月27日（水）

1 月22日（水）～ 1月29日（水）

2019年10月 5日 （土）

2019年12月 7日 （土）

2020年 2月 9日 （日）

第２次選考の出願はネット出願のみとなります。
巻末にある「ネット出願から合格発表までの流れ」を確認し、出願を行ってください。
ネット出願による出願登録および入学検定料の支払いが完了していても、以下の（ア）（イ）の出願書類が
出願期間中に提出されなければ正式な出願とはなりません。注意してください。

ネット出願より必要な項目を入力し、印刷をしてください。

〈顔写真を志願者写真票にアップロードする場合〉
顔写真をアップロードし、顔写真が印刷された志願者写真票を印刷して
ください。
〈顔写真を志願者写真票に貼付する場合〉
顔写真を準備し、印刷した志願者写真票に貼付してください。

受験票は、［前期：10月1日（火）、中期：11月29日（金）、後期：1月31日（金）］ の15時00分以降より、
ネット出願のマイページよりダウンロードが可能となります。
受験票印刷後、氏名、志望学群名に誤りがないか確認してください。

試験当日は受験票を印刷し、必ず持参してください。

2019年10月16日 （水）～2019年11月8日（金）

2020年  2月19日 （水）～2020年 3月 9日（月）

2019年10月16日 （水）～2020年 1月20日（月）

2019年12月17日 （火）～2020年 1月20日（月）
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応します。

守します。

速              達

1次選考出願書類在中

兵庫県姫路市上大野7丁目2番1号

姫路獨協大学入試センター 行
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（様式１）

（※出身高等学校長用）
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ホッチキスどめ不可 Q&A

パソコン等の動作環境について

プリンターおよび印刷用紙

OS　　　　　　　 　Windows: 7, 8, 8.1, 10　Mac OS  : 10.2以降　Android: 5.0以降　iOS: 最新版
ブラウザ推奨環境　　Windows: Internet Explorer最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Mac: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Android: Chrome最新版（※「ブラウザ」には対応しておりません）, iOS: Safari最新版
PDF　　　　　　     Adobe Acrobat Reader DC (旧 Adobe Reader)

◆インターネット環境の確認
インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 
次の動作環境を満たしていることを確認してください。自宅でなくても構いません。

出願書類（PDFファイル）を印刷の上、本学に提出することとなります。以下のものを準備してください。
   ●プリンター：A4サイズの普通紙に、カラー（推奨）もしくはモノクロで印刷できるもの
 ●印刷用紙：白色のOA普通紙でミシン目や模様の入っていないもの
◆自宅にプリンターがない場合
 コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用してください。

環境の確認

インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 

ネット出願サイトから入力しただけでは、正式な出願とはなりません。入学検定料のお支払いおよび必要書類が本学で受理さ

れて初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料をお支払いの上、必要書類（入学願書、調査書等）を提出してください。

Q ワンタイムパスキーのメールが届かない

3分過ぎてもメールが届かなかった場合は、「メールアドレ
スが間違っていないか」「メール受信拒否設定をしていない
か」「迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか」な
どをご確認ください。

A

Q 入学願書の印刷後に、入力の誤りに気づいた

メールアドレスを変更するには ?Q
マイページにログインし、「メールアドレスの変更」から
変更してください。A

Q

A
A 入学検定料を支払済みの場合は修正できません。

本学入試センターまでお問い合わせください。

パソコン、プリンター環境がありません

パソコンは学校等、自宅以外のものを利用していただいても
構いません。また、スマートフォンやタブレット端末からの出願も
可能です。 プリンターがない場合は、コンビニエンスストア等の
ネットプリントサービスをご利用ください。

入学願書、写真票
宛名ラベルの印刷

必要書類の提出
受験票

　ダウンロード
印刷

合否照会
出
願
完
了

Step 5 Step 6 Step 7 Step 8

ネット出願から合格発表までの流れ

事前準備 ネット出願サイト
にアクセス 入学検定料の支払い出願登録

出
願
開
始

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

インターネット出願や
操作方法に関すること

E楽サポートセンター　TEL：03-5957-5345
受付期間：各試験区分の出願期間内の月～金曜日
               （祝日、年末年始を除く）
受付時間：9時～17時

入試全般に関すること、
登録内容の間違い
などに関すること

入試センター　TEL. 079-223-6515 
受付時間： 9時～17時 
 （土・日・祝日、年末年始を除く）
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□メールアドレス
ネット出願では、志願者本人が確認できるメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールア
ドレスを必ず登録してください。携帯電話会社のメールアドレスの場合は、「 @eraku-p.jp 」 ドメインから
のメールを受信できるように、事前に設定してください（設定の詳細については、契約している携帯電話
会社にお問い合わせください）。

□入学検定料の支払い方法の確認
入学検定料は、「コンビニエンスストア」「ペイジー」「クレジットカード」での支払いとなります。

□出願書類の準備 
「調査書」「顔写真 (アップロードするか、印刷した入学願書に貼付する )」「大学入試センター試験成績請求
票」等。出願書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、出願前に手配しておいてください。

□角2封筒 （Ａ4サイズが入るもの）
各自で用意してください。印刷した宛名ラベルを貼付して、出願書類の提出に使用します。

ネット出願の事前準備　□はチェック欄としてネット出願の確認に使用してください。

ご不明な点がありましたら、ネット出願サイトの [よくある質問 ]をご覧ください。

Step
1

本学ホームページから、ネット出願ページへアクセス
Step
2

本学ホームページの入試情報ページから、ネット出願ページへアクセスしてください。

出願登録

画面の指示に従って出願内容、個人情報、支払い方法などを選択・入力します。

まず最初にユーザー登録を行います。その際にメールアドレスの入力とそのメールアドレス宛のメールに記載
される「ワンタイムパスキー」の入力が必要になります。ユーザー登録が完了すると、ユーザー登録完了の
画面からマイページへ移動可能となり、マイページの中から出願登録が開始できるようになります。
➡登録したメールアドレスは、後でマイページへログインする際に必要になりますので忘れないよう下欄にメモしておきましょう。

出願の登録完了と同時に入学検定料支払いに必要な番号や支払い期限などが記載された「出願登録完
了メール」が送られてきますので、期限を守って入学検定料を納入してください。
なお、コンビニエンスストア、ペイジーで支払う場合は入学検定料のお支払い後、クレジットカードで支
払う場合は出願登録完了後は内容の変更ができませんのでご注意ください。
➡同じメールにマイページへログインするための「ログイン ID」が記載されますので、忘れないようメモしておきましょう。

Step
3

メールアドレス ログイン ID

https://www.himeji-du.ac.jp/exam/

姫路獨協大学 入試情報 ネット出願 バナーをクリック

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・ペイジー・クレジットカード)
Step
4

コンビニエンスストア、ペイジー、クレジットカードのいずれかでお支払いください。
店頭へは「出願登録完了メール」に記載されている「支払う際に必要な番号]をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて入学願書が印刷できるようになりますが、入金の確認に2時間程度かかる場合もあり
ますので、出願期限に間に合うように余裕を持ってお支払いください。

マイページへのログイン、入学願書・宛名ラベルの印刷
入学検定料の支払い後、「支払い確認完了」のメールが届いたら(クレジットカードでの支払いの場合は、「出願登

録完了」のメールが届いたら)、ネット出願サイトのマイページへログインして、「入学願書」「宛名ラベル」をダウン

ロードして印刷（A4縦）してください。

※ログインIDは、登録完了時に送られるメールに記載されています。

Step
5

宛名ラベル入学願書

VISA, Master,JCB,American Express,Diners
※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません

コンビニエンスストア 現金支払い

金融機関ATM（ペイジー） cクレジットカード現金支払い／キャッシュカード

※現金取扱いの場合は、検定料の総額が10万円未満の場合
のみ支払いが可能です。10万円を超える場合は、キャッ
シュカードを利用してください

支払い方法を選択
（現金またはキャッシュカード）し、
検定料を支払う

お客様番号・確認番号を入力

収納機関番号を入力

［税金・各種料金（ペイジー）］を選択

ゆうちょ銀行・pay-easy対応
ATMを利用

■入学検定料の他に事務手数料が必要です。　

■入学検定料のお支払い後は内容の変更ができませんのでご注意ください。

■ローソン、ミニストップ、セイコーマートは、入金通知に時間がかかる場合があります。

■コンビニエンスストアでお支払いの場合、申込完了後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがな
かった場合は登録情報は無効になります。

■コンビニエンスストアで受け取った領収書(レシート)は本学に提出する必要はありません。
試験終了まで大切に保管してください。

■クレジットカードでお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修
正・取消はできませんので申込を確定する前に内容をよくご確認ください。

■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。　　       　  

■取扱コンビニ・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はWebサイトにてご案内いたします。

■コンビニ設置のATMは利用できません ■コンビニでは現金のみの取扱いとなります

ローソン・ミニストップ ファミリーマート

［Famiポート］

デイリーヤマザキ

［レジへ］

セイコーマート

［クラブステーション］

セブンイレブン

［レジへ］

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

内容確認後、「了解」ボタンを押す 端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

お申込み時に登録した
電話番号を入力し「次へ」を押す 企業コード・注文番号を入力 内容確認後、レジでお支払い

[受付番号(6桁)]を入力し、
[次へ]ボタンを押す

［各種番号をお持ちの方は
こちら］を選択 レジ画面で決済番号を入力

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

お申込み時に登録した
電話番号を入力

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、
「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

[各種番号をお持ちの方]を選択 ［代金支払い］を選択 レジで「オンライン決済」を
申し込む

[受付番号]を入力

お支払い

［インターネット受付・
各種代金お支払い］を選択

［Loppi］

※入試によっては写真票も発行されます



□メールアドレス
ネット出願では、志願者本人が確認できるメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールア
ドレスを必ず登録してください。携帯電話会社のメールアドレスの場合は、「 @eraku-p.jp 」 ドメインから
のメールを受信できるように、事前に設定してください（設定の詳細については、契約している携帯電話
会社にお問い合わせください）。
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入学検定料は、「コンビニエンスストア」「ペイジー」「クレジットカード」での支払いとなります。
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「調査書」「顔写真 (アップロードするか、印刷した入学願書に貼付する )」「大学入試センター試験成績請求
票」等。出願書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、出願前に手配しておいてください。

□角2封筒 （Ａ4サイズが入るもの）
各自で用意してください。印刷した宛名ラベルを貼付して、出願書類の提出に使用します。

ネット出願の事前準備　□はチェック欄としてネット出願の確認に使用してください。

ご不明な点がありましたら、ネット出願サイトの [よくある質問 ]をご覧ください。

Step
1

本学ホームページから、ネット出願ページへアクセス
Step
2

本学ホームページの入試情報ページから、ネット出願ページへアクセスしてください。
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される「ワンタイムパスキー」の入力が必要になります。ユーザー登録が完了すると、ユーザー登録完了の
画面からマイページへ移動可能となり、マイページの中から出願登録が開始できるようになります。
➡登録したメールアドレスは、後でマイページへログインする際に必要になりますので忘れないよう下欄にメモしておきましょう。
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なお、コンビニエンスストア、ペイジーで支払う場合は入学検定料のお支払い後、クレジットカードで支
払う場合は出願登録完了後は内容の変更ができませんのでご注意ください。
➡同じメールにマイページへログインするための「ログイン ID」が記載されますので、忘れないようメモしておきましょう。
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3
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https://www.himeji-du.ac.jp/exam/

姫路獨協大学 入試情報 ネット出願 バナーをクリック

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・ペイジー・クレジットカード)
Step
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電話番号を入力し「次へ」を押す 企業コード・注文番号を入力 内容確認後、レジでお支払い
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申込券を持ってレジでお支払い

お申込み時に登録した
電話番号を入力

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、
「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

[各種番号をお持ちの方]を選択 ［代金支払い］を選択 レジで「オンライン決済」を
申し込む

[受付番号]を入力

お支払い

［インターネット受付・
各種代金お支払い］を選択

［Loppi］

※入試によっては写真票も発行されます



 　　　 出願登録および 　　　　入学検定料の支払いが完了していても、

出願書類が出願期間中に本学に提出されなければ
正式な出願とはなりません。注意してください。

出願書類の提出Step

6

!
注意

出願書類が不足のないよう要項でチェックしてください。
市販の角2封筒の表面に、Step5で印刷した「宛名ラベル」を貼り、必要書類を封入して簡易書留・速達で郵
送してください。最終日のみ午後5時45分まで入試センター窓口での出願が可能です。

Step
3

Step

4

貼
付
す
る

「入学願書」 「必要書類」

本学が出願書類を受理後、次のステップへ

合格発表日

ネット出願は完了です

受験票のダウンロード・印刷

出願書類がすべて本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了すると本学が指定した日時
から、ネット出願サイトの「マイページ」より「受験票」の印刷が可能になります。
ネット出願サイトのマイページから、各自で印刷（A4サイズ縦）して試験当日に必ずお持ちください。
試験日(センター試験利用入試の場合は合格発表日)近くになっても「受験票」が発行されない場合は、入試センターへ

連絡してください。

Step
7

合否照会

ネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。

Step
8

◆サービス開始直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。
◆当サ－ビスでの発表は速報です。合格者宛てに送付する合格通知書をもって正式な合格発表とします。
◆パソコンの性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間がかかる場合があります。
◆操作方法や合否についての電話等による問い合わせには応じかねます。
◆パソコンのブラウザーの設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する場合があります。その場合はブラウザ－を調整してください。

簡易書留速達で発送してください。
出願締切日当日の消印は有効です。

郵送の場合

持参の場合 本学入試センターに持参する場合の受付時間
は9:00～17:45です。
ただし、土・日・祝は受け付けません。
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高速バス券売機
（渋谷・新宿を除く）
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空港リムジンバスのりば

姫路市
観光案内所

神姫バス姫路駅前案内所

交番
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