
2020（令和2）年度入試 

入学手続についての 
         ご説明 

高坂先生へ 

学校名ロゴを「中学校」に変更しましたが、 

すでにホームページに掲載している出願の説明は 

中高のままなので、変更しなくてもよいかもしれま
せん。どちらがよいかご検討ください。 

 

→中高のロゴに戻すことに。 
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入学手続は 窓口での現金支払 または 
ＷＥＢでのクレジットカード 、 ペイジー支払ができます 

WEB手続 

クレジットカード支払 

ペイジー支払 

窓口手続 

（本校 法人事務室） 

現金支払 

●窓口受付時間内に来校ください 

●現金でのお支払いとなります 

  (支払時の手数料はかかりません) 

●入学関係書類をお渡しします 

●来校不要でお手続き可能です 

●クレジットまたは ペイジーでお支払できます  

  (所定の手数料がかかります) 

●入学関係書類を郵送します 

詳細はＰ2へ 詳細はＰ3へ 



【窓口手続】 
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納入金 金額 納入期限 

入学金 300,000円 2月  5日（水） 11:00 

施設費 100,000円 2月11日（火） 13:00 

 

• 法人事務室にて受験票を提示の上、窓口受付日時内に、現金にて納入してください。 

• 窓口受付時に、合格証と入学関係書類をお渡しいたします。 

• 入学金を現金にてお支払いいただいた場合は、施設費も現金にてお支払いください。 

• 入学金、施設費ともに、納入期限までにお支払いが完了しない場合は、入学辞退となります。 

• 詳細は募集要項をご確認ください。 

■ 入学手続時納入金 

窓口手続 

（本校 法人事務室） 

現金支払 

窓口 2/2（日） 2/3（月） 2/4（火） 2/5（水） 2/6（木） 2/7（金） 2/10（月） 2/11（火） 

入学金 10時-19時 10時-19時 10時-15時 9時-11時 - - - - 

施設費 10時-19時 10時-19時 10時-15時 9時-15時 10時-15時 10時-15時 10時-15時 8時-13時 

■ 窓口受付日時   ※2/8（土）、2/9（日）の窓口受付はありません。     



【WEB手続】 
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納入金 金額 納入期限 

入学金 300,000円 2月 5日（水） 11:00 

施設費 100,000円 2月11日（火） 13:00 

WEB手続 

クレジットカード支払 

ペイジー支払 

■ 入学手続時納入金  ※支払方法により手数料がかかります。 

 

• 合格発表後、本校ホームページの入学手続サイトより、手続きをお願いいたします。 

• 施設費は、入学金の支払手続完了後に、支払手続をしてください。同時支払はできません。 

• 入学金を現金にてお支払いいただいた場合は、施設費のクレジットカード支払、ペイジー支払は 

できません。 

• クレジットカード支払またはペイジー支払にて入学金を納入いただいた方には、合格証と入学関係

書類を郵送いたします。2月7日（金）までに書類が届かない場合はご連絡ください。 

• 入学金、施設費ともに、納入期限までにお支払いが完了しない場合は、入学辞退となります。 

• 詳細は募集要項をご確認ください。 



【入学手続 ログイン画面】 

• 受験番号と生年月日を入力して「OK」ボタンをクリックしてください。 

• 帰国選抜と一般入試の両方に出願した場合、受験番号が異なります。              

合格した試験の受験番号を入力の上、ログインしてください。 
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ログインできない際は、   
ご入力いただいた情報が 
誤っている可能性があります。 
 
再度ご確認ください。 
 
※受験番号は四桁の    
 半角数字で入力 
 
※生年月日は半角数字、 
 月日は二桁で入力 



【入学手続一覧】 

• 「未手続き」ボタンをクリックしてください。入学手続の状況を確認する画面に切り替わります。 
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蒔田 あやめ 

3011 

【入学手続①：入学金】 

• 「支払い手続きへ」ボタンをクリックしてください。支払方法を選択する画面に切り替わります。 
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必ず、入学金の支払手続から先に   
行ってください。 
 
入学金の支払手続が完了すると    
施設費の「支払い手続きへ」ボタンが   
表示されます。 

 入学金および施設費の納入期限 
 ・入学金 ： 2月05日（水）  11:00 
 ・施設費 ： 2月11日（火）  13:00 



【入学金：支払方法選択  クレジットカード支払】 
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以下の支払方法から選択してください。 

• クレジットカード 

• ペイジー 

 

※ペイジーでのお支払い選択後の変更は行えませんのでご注意ください。 

クレジットカードの場合 

こちらをクリック 



【入学金：クレジットカード支払①】 
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• 合格発表後から納入期限までの間は２４時間、入学金と施設費のお支払いができます。 

• 必要な情報を入力し、決済を行ってください。 



【入学金：クレジットカード支払②】 
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• 入学金のクレジットカード決済が完了すると上記画面が表示されます。 

• 「入学手続き一覧画面へ戻る」ボタンをクリックして入学手続き一覧画面に戻り、引き続

き施設費の支払手続を行ってください。または、改めて入学手続ログイン画面より、納入

期限までに施設費の支払手続を行ってください。 

画面差し替え 

11/29修正反映済み 



蒔田 あやめ 
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【入学手続②：施設費】 

• 「支払い手続きへ」ボタンをクリックしてください。支払方法を選択する画面に切り替わります。 
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必ず、入学金の支払手続から先に  
行ってください。 
 
入学金の支払手続が完了すると   
施設費の「支払い手続きへ」ボタンが   
表示されます。 

 入学金および施設費の納入期限 
 ・入学金 ： 2月05日（水）  11:00 
 ・施設費 ： 2月11日（火）  13:00 

帰国生選抜 



【施設費：支払方法選択  クレジットカード支払】 
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以下の支払方法から選択してください。 

• クレジットカード 

• ペイジー 

 

※ペイジーでのお支払い選択後の変更は行えませんのでご注意ください。 

クレジットカードの場合 

こちらをクリック 



【施設費：クレジットカード支払①】 
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• 合格発表後から納入期限までの間は２４時間、入学金と施設費のお支払いができます。 

• 必要な情報を入力し、決済を行ってください。 



【施設費：クレジットカード支払②】 
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• 施設費のクレジットカード決済が完了すると上記画面が表示されます。 
• 「入学手続き一覧画面へ戻る」ボタンをクリックして、入学手続き一覧画面に戻り、   
入学金および施設費の支払いがすべて完了しているかをご確認ください。 

手数料修正前 

画面差し替え 11/29修正反映済み 

「本校法人事務室窓口にて」を追加 



【入学手続完了  クレジットカード支払 】 
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蒔田 あやめ 
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帰国生選抜 

• 入学金と施設費の両方の支払いが完了すると、入学手続が完了となります。 
• 入学金の入金確認後、合格証と入学関係書類を郵送いたします。2月7日（金）まで
に書類が届かない場合はご連絡ください。    

    
                           法人事務室  045-731-1901  
 

 



【入学金：支払方法選択  ペイジー支払】 
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以下の支払方法から選択してください。 

• クレジットカード 

• ペイジー 

 

※ペイジーでのお支払い選択後の変更は行えませんのでご注意ください。 

ペイジーの場合 

こちらをクリック 



【入学金：ペイジー支払】 
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• 支払方法選択画面でペイジー支払を選択すると上記画面が表示されます。 

• 納入期限内にATMまたはインターネットバンキングで支払手続を行ってください。 

• ATMまたはインターネットバンキングでの支払いが完了すると支払完了メールが送信されます。 

決済日が納入期限です。 
決済日までに支払手続を 
完了してください。 

画面差し替え 11/29修正反映済み 

ペイジー表記 



【施設費：支払方法選択  ペイジー支払】 
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以下の支払方法から選択してください。 

• クレジットカード 

• ペイジー 

 

※ペイジーでのお支払い選択後の変更は行えませんのでご注意ください。 

ペイジーの場合 

こちらをクリック 



【施設費：ペイジー支払】 
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• 支払方法選択画面でペイジー支払を選択すると上記画面が表示されます。 

• 納入期限内にATMまたはインターネットバンキングで支払手続を行ってください。 

• ATMまたはインターネットバンキングでの支払いが完了すると支払完了メールが送信されます。 

決済日が納入期限です。 
決済日までに支払手続を 
完了してください。 

画面差し替え 

11/29修正反映済み 



【入学手続完了  ペイジー支払】 
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• 入学金と施設費の両方の支払いが完了すると、入学手続が完了となります。 
• 入学金の入金確認後、合格証と入学関係書類を郵送いたします。2月7日（金）まで
に書類が届かない場合はご連絡ください。    

    
                           法人事務室  045-731-1901  
 

 

画面差し替え 

11/29修正反映済み 



 入学金・施設費の手続についての説明は以上です。 

 入学手続後の主な予定は以下の通りです。 

     

    ■2月11日（火・祝）  

     第1回入学オリエンテーション 

    ■2月22日（土）、24日（月・振休）の午前・午後のいずれか 

     入学予定者面談（保護者1名同伴） 

    ■3月23日（月） 

     第2回入学オリエンテーション 

  

 入学手続をされた方は入学関係書類の内容をご確認ください。 

 入学予定者面談の詳細については、第1回入学オリエンテーションにてお知らせします。 

入学金・施設費の手続についての説明は以上です。 

入学手続をされた方は入学関係書類の内容をご確認ください。 

2月11日（祝）に入学オリエンテーションを行いますので、 

本校に入学予定の方は、ご参加ください。 

2月22日（土）、24日（祝）に予定している入学予定者面談（保護者1名同伴） 

の詳細については、入学オリエンテーションにてお知らせします。 


