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検定料のお支払い㊟
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PC・スマホ・タブレットから
出願可能！

STEP.
本校 出願サイトへ
アクセス

24時間OK！

出願の流れ

出願期間内なら

で検定料が支払える！

㊟検定料のお支払い後は、Web 上で修正ができなくなりますので、登録内容をよく確認の上、検定料をお支払いください。

1

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

2

出願情報の登録

3

出願情報の確認

本校公式ホーム
ページの Web 出願
用バナーから、アク
セスしてください。

迷惑メール対策をされている場合は、

注意事項！ 「@e-shiharai.net」 の 受 信 を 許 可

4

してください。
検定料のお支払い

5

入学志願書・受験票の印刷

「はじめての方は
こちら」のボタン
からメールアドレス
登録に進みます。

届いたメールを開き、
確認コードを確認します。

確 認コード・名前・パ スワードを 登 録すると、
あなただけのマイページにログインできるように
なります。
イベント予約にて ID、パスワードを登録している
方は同じ ID、パスワードでログインできます。
一度登録した ID（メールアドレス）とパスワードを使

注意事項 用して、違う端末（PC・スマートフォン・タブレット）
からログインすることが可能です。

●実際の出願時の画面イメージと異なることがあります。

2

出願情報の登録

「メールアドレス」
「パスワード」を入力
して「ログイン」をクリックします。

3

出願情報の確認

4

検定料のお支払い

5

入学志願書・受験票の印刷
ログインをクリック！

マイページの「新規申込手続きへ」をクリッ
クします。

ここをクリック！

登録したメールアドレス
とパスワードを入力

入試区分を選択して、
「次へ」をクリック
します。

次へをクリック！

規約内容を確認し、「同意して次へ」をク
リックします。

同意して次へをクリック！

出願情報を入力します。入力が終われば、「試験選択画面へ」をクリックします。
保護者の情報を
入力してください。
志 願 者 の 氏 名・
性別などを入力
してください。

必須 と 表 示 さ
れている項目
は省略できませ
ん。

試験選択画面へ
をクリック！

※入力できない文字がある場合は、入力できる文字に置き換えて
登録してください。

●実際の出願時の画面イメージと異なることがあります。

試験選択画面で、
「試験日」「志望コース」を選択し、右下の「選択」ボタンを
クリックします。

項目を選択して
ください。
選択項目を確認したら
3

3

ここで必ず 選択 を
クリック！

登録内容の確認のため、
「保存して中断する」
をクリックします。

1

保存ができたので、マイページへ移動します。

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

ここをクリック！

ここをクリック！

2

出願情報の登録

3

出願情報の確認

4

検定料のお支払い

5

入学志願書・受験票の印刷
ここをクリック！

マイページに「申込履歴」が
表示されますので、
「申込確認」をクリックします。

申込内容を確認し、間違いがなければ、
画面の一番下の「申込内容確認書」を
クリックします。
●申込内容を訂正する場合は 戻る のボタンをクリックして
マイページに戻ります。
●マイページの「続きから」ボタンをクリックすると再度、
出願情報を入力することができます。

確認ができたら、
申込内容確認書 をクリック！
●実際の出願時の画面イメージと異なることがあります。

「申込内容確認書」が作成されます。

見本

お支払い手続きに進む前に、在籍中学校の先生に印刷した「申込内容
確認書」で入力内容を確認してもらうようにお願いいたします。

1
2
3

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる
マイページの「続
きから」をクリック
します。

出願情報の登録
試験選択画面まで進み、画面の下にある
「お支払い画面へ」をクリックします。

出願情報の確認

注意！

ここをクリック！

4

「お支払い画面へ」ボタンは
1月7日
（土）0時より現れます。
その後クリックが可能になります。

検定料のお支払い

注意事項

5

ここをクリック！

ここからは操作した内容の変更ができなくなります。この操作の前に、必ず中学校の先生に
「申込内容確認書」を
提出するなどして、出願内容を報告してください。

入学志願書・受験票の印刷

「クレジットカード」
「コンビニエンスス
トア」「ペイジー・金
融 機 関 ATM」 な ど
か ら1つ を 選 択 し ま
す。
「コンビニエンス
ストア」を選択さ
れますと、さらに
お店の選択肢が表
示されます。

確認画面へ をクリック！

画面の指示にしたがってお支払い手続きを進めます。入力した内容をもう一度確認して、間違
いなければ「上記内容で申し込む」のボタンをクリックします。
登録したメールアドレスに通知が届いていれば、操作は完了していますので、ご安心ください。

●実際の出願時の画面イメージと異なること
があります。

※この操作以降は内容の変更ができません。
※いずれのお支払い方法でも、検定料とは別に事務手数料がかかりますのでご了承ください。

検定料のお支払い方法について
※いずれも事務手数料が必要です。

▼ご利用いただけるクレジットカード

クレジットカードによるオンライン決済
クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。
クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間検定料のお支払いが可能です。

▼ご利用いただけるコンビニエンスストア

コンビニエンスストアでのお支払い
出願登録後、払込票を印刷し
（番号を控えるだけでも可）、選択したコンビニエンスストアレジにてお支払いを済ま
せてください。お支払い後に受け取る
「お客様控え」はご自身で保管してください。右記のコンビニエンスストア
にて、24時間検定料のお支払いが可能です。

ペイジー対応金融機関ATMでのお支払い
ペイジー対応金融機関ATMでお支払いができます
（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます）。

▼ご利用いただける金融機関
ペイジーマーク

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、

千葉銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、熊本銀行、
京葉銀行、南都銀行、足利銀行、七十七銀行

など

〈インターネット出願の推奨環境について〉

インターネット出願での推奨環境は次のとおりです。

【パソコン】推奨ブラウザ及びバージョン
・Microsoft Edge ・Firefox 最新版 ・Safari 最新版

1

・Chrome 最新版

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる
【スマートフォン・タブレット】
搭載端末の標準ブラウザを使用してください。
・アンドロイド端末の場合は “Chrome” をご使用ください。
・iPhone、iPad 端末の場合は “Safari” をご使用ください。

2

出願情報の登録

3

出願情報の確認
クリックしていただきますと、ミラ

〈システムおよび操作に関するお問い合わせ〉
画面右下部にある「お問合せ先」を
イコンパスコールセンターの連絡先
が表示されます。

4

検定料のお支払い

5

入学志願書・受験票の印刷
検定料のお支払いが確認されると、マイページの「申込履歴」
の右端に「受験票」ボタンが現れますので、クリックします。

マイページから PDF を印刷し、顔写真を貼付します。
※ PDF ファイルの保存方法はお使いの機器やソフトウェアに
よって異なりますので、取扱説明書などをご確認ください。

※用紙サイズは、A4でお願いします。

切り離す

①

2023年度

見本

②

（同封している用紙をご利用ください）

2023年度浪速高等学校

②受験票
校長印押印後、受験票を切り離し、
受験当日に持参してください。

2007/09/01

①入学志願書
保護者印を押印後、在籍中学校に提出し、
校長印を押してもらってから、本校へ持参
または郵送してください。

校長印のない入学志願書は受付できま
せん。

●実際の出願時の画面イメージと異なることがあります。

入学志願書の
提出期間

令和5年1月20日（金）〜1月30日（月）（10：00〜16：00）

※ただし、土・日は除く。

以上で出願手続きは完了です！

スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」または
｢入学志願書・受験票｣ を印刷する方法
｢申 込 内 容 確 認 書」 マイページの「申込履歴」の右側にある 申込確認 ボタンをクリックし、
｢申込内容確認書」がダウンロードできるページに移動します。

｢入学志願書 ･ 受験票」 マイページの「申込履歴」の右側にある 受験票 ボタンをクリックし、
｢入学志願書 ･ 受験票」がダウンロードできるページに移動します。

1 家庭用プリンタで印刷する（用紙サイズは A4 でお願いします。※入学試験要項に同封している用紙をご利用ください）
Wi-Fi 接続や通信でのデータ送信が可能な場合、お持ちのプリンタで印刷できます。
設定方法についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

2 コンビニエンスストアで印刷する（用紙サイズは A4 でお願いします。※入学試験要項に同封している用紙をご利用ください）

１）アプリを使用した印刷方法

スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」や「入学志願書・受験票」を印刷する方法
1．
家庭用プリンタで印刷する

Wi-Fi接続や通信でのデータ送信が可能の場合、お持ちのプリンタで印刷できます。設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。

2．
コンビニエンスストアで印刷する

①スマートフォンなどに専用アプリ（無料）をインストールする。
「セブンイレブン」を利用する場合のアプリ

「ローソン」「ファミリーマート」を利用する場合のアプリ

Print Smash（プリントスマッシュ）

net print（ネットプリント）

※いずれも無料アプリケーション

②それぞれのデータ
（PDFファイル）
を表示し、

・iPhoneの場合

表示されているPDFの「共有
プリ名）にコピー」を選択。

」をタップし、表示された「（ア

・「Print Smash」
の場合

・Androidの場合

表示されているPDFの「共有

」をタップし、アプリを選択。

・「net print」
の場合

店内のマルチプリンタWi-Fiに接続し、印刷。

アプリ内で発行された予約番号をマルチプリンタに入力し、印刷。

２）アプリを使用しない印刷方法
①画面の左下にある
コンビニエンスストアでプリントする方はこちら

をクリックします。

②プリント予約の画面の 「受験票」の予約へ をクリック
します。

③店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、
ボタンをクリックします。

次へ

④利用規約を確認し、「同意する」にチェックを
してから プリント予約をする をクリックします。
⑤予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、
予約したコンビニ店舗の端末に入力・印刷します。
●実際の出願時の画面イメージと異なることがあります。

学校法人 浪速学院

開 校 1923年（大 正 12年 ）

浪速高等学校
併設 浪速中学校
募集に関するご質問は、本校入試広報部までお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6693-0965（直通） FAX 06-6693-1008（直通）

所在地：〒558-0023 大阪市住吉区山之内2-13-57

https://www.naniwa.ed.jp

