
インターネット出願のご案内（大学入試センター試験を利用する入学試験のみ）
インターネット出願を行う場合は、Step1・Step2・Step3 の手順で申込みを行ってください。
検定料のお支払いについては、現金でお支払いの場合とクレジットカードでお支払いの場合で、手順が異なりますのでご注意ください。

Step1 インターネット出願登録

インターネットで出願登録ページにアクセス
本学ホームページからアクセスしてください。「トップ」→「同志社大学で学びたい方へ」→「学部入試」→バナーをクリック
試験情報の登録
出願を希望する学部・学科・コース・方式等を登録します。
志願者情報の登録
氏名・住所・電話番号等を登録します。
お支払い方法の選択
現金支払い（コンビニ、銀行）またはクレジットカード支払いを選択します。
提出用書類（出願確認票）の印刷
提出用書類（出願確認票）を印刷します。

※現金でお支払いの場合は、インターネット出願登録後にお支払いを行い、収納証明書をお受取りください。（Step2へ）
　クレジットカードでお支払いの場合は、収納証明書は不要ですので、必要書類の送付を行ってください。（Step3へ）
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現金でのお支払い方法を選択
現金でお支払い

お支払い受付番号の発行

Step2 検定料のお支払い

お支払いのカードを選択
クレジットカードでお支払い

お支払いの完了

Step3 必要書類の送付

お支払い方法

Step3 必要書類の送付

収納証明書（明細票）を提出用書類（出願確認票）に貼り付ける
現金でお支払いの場合は、検定料のお支払い時（Step2）に受け取られた収納証明書（明細票）を提出用書類（出願確認票）
（Step1）に貼り付けてください。

※ クレジットカードでお支払いの場合は収納証明書
（明細票）は不要です。
※ コンビニエンスストアでお支払いの場合は「入学
検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部
分を切り取り、出願確認票に貼り付けてください。

※ 「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載されている糊はご使用になら
ないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

提出用書類（出願確認票）、調査書等の必要書類を簡易書留速達にて郵送する
※必要書類については、入試要項（42ページ）をご覧ください。なお、インターネット出願の場合、入学志願票は必要ありません。

「写真」・「平成28年度大学入試センター試験成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を提出用書類（出願確認票）に
貼付し、調査書等と併せて郵送してください。スポーツ健康科学部〈スポーツ競技力加点方式〉は、別途書類が必要です（２種類）。
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Step2 検定料のお支払い（現金でお支払いの場合）

現金でお支払いの場合は、以下のお支払い方法がご利用できます。

ご利用になられるお支払い方法の手順で、検定料のお支払いを行い、収納証明
書（銀行（ペイジー）の場合は明細票）をお受け取りください。収納証明書（明
細票）は提出用書類（出願確認票）に貼付する必要があります。
※現金でのお支払い方法の手順については、次ページ以降に記載しております。

収納証明書

コンビニエンスストア

明細票
銀行

クレジットカードでお支払いの場
合は、以下のお支払い方法がご利
用できます。

※クレジットカードについて

出願確認票に貼付する収納証明書部分



◆現金でのお支払い方法 － コンビニエンスストア －

ローソン ミニストップ ロッピー

■お支払い方法
１．「お客様番号（11桁）」と「確認番号（4桁）」を持って Loppi（ロッピー）へ
２．「各種サービスメニュー」→「各種代金・インターネット受付け・スマートピットのお支払い」
　　 →「各種代金お支払い」→「マルチペイメントサービス」
３．サービス内容を確認し、「お客様番号（11桁）」と「確認番号（4桁）」を入力
４．Loppi で出力された申込券をレジに持って行き、お支払いください。
５．収納証明書である、「取扱明細書」を必ず受け取ってください。
■ Loppi（ロッピー）未設置のミニストップでは・・・
レジで「オンライン決済」と伝え、「お客様番号」を「オンライン決済番号」として伝えてお支払いください。
　※受け取った「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

ファミリ－マ－ト ファミポート

■お支払い方法
１．「お客様番号（11桁）」と「確認番号（4桁）」を持って Fami ポートへ
２．「代金支払い」→「各種代金お支払い」→「各種番号入力」
３．「お客様番号（11桁）」と「確認番号（4桁）」を入力
４．Fami ポートで出力された申込券をレジに持って行き、お支払いください。
５．収納証明書である、「取扱明細書」を必ず受け取ってください。
　※受け取った「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

セブンイレブン

■お支払い方法
１．パソコンでプリントアウトした「払込票」か、確定画面に表示された
　　「払込票番号（13桁）」を持ってセブン -イレブンへ向かってください。
２．レジで「インターネット支払い」と伝えて「払込票」を渡すか、
　　「払込票番号」を伝えてお支払いください。
３．収納証明書である、「入学検定料・選考料 取扱明細書」を必ず受け取ってください。
※マルチコピー機は利用しません。
　※受け取った「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

サークルK・サンクス ケイ ステーション

■お支払い方法
１．「オンライン決済番号（11桁）」を持って
　　店内の端末「Ｋステーション（もしくはカルワザステーション）」へ
２．「各種支払い」→「オンライン決済番号を入力してお支払い」にタッチ
３．［オンライン決済番号］→手順を確認してください。
４．［オンライン決済番号の入力］→申し込み時に発行された「オンライン決済番号（11桁）」を入力
５．Ｋステーション（もしくはカルワザステーション）から出力された受付票をレジに持って行き、お支払いください。
６．収納証明書である、「入学検定料・選考料 取扱明細書」を必ず受け取ってください。
　※受け取った「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

　※コンビニエンスストアをご利用の場合は、30万円を超えるお支払いはできません。



出願期間

◆大学入試センター試験を利用する入学試験
学部・学科・方式 出願期間

文学部（英文学科A方式以外）

2016年1月4日（月）～1月15日（金）

社会学部
法学部
経済学部
商学部
政策学部
文化情報学部（B方式）
理工学部
生命医科学部
スポーツ健康科学部
心理学部
グローバル地域文化学部
文化情報学部（A方式） 2016年1月22日（金）～2月 5日（金）
文学部（英文学科A方式） 2016年1月25日（月）～2月12日（金）
神学部 2016年2月17日（水）～2月26日（金）

＊登録完了後、入学検定料を納入し、出願書類を郵送することで出願が完了します。
インターネット出願登録は24時間受付可能（出願締切日は23:59まで）ですが、入学検定料の納入期限は出願締切日まで　
（営業時間はコンビニやATMの施設によって異なります）で、出願書類の郵送期限は出願締切日の郵便局消印有効としています。
できるだけ余裕をもって出願してください。

◆現金でのお支払い方法 － 銀行 （ペイジ－） －

■お支払い方法
発行された 「収納機関番号：　58021（共通）」 と 「お客様番号（11桁）」 と 「確認番号（4桁）」 を持って
ペイジーに対応している金融機関のATMへ向かってください。

現金でお支払いの場合
１．「料金払込（ペイジー）」→［払込票の入力方法を選択］→「手入力」にタッチ
２．「収納機関番号：　58021（共通）」、「お客様番号（11桁）」、「確認番号（4桁）」 を入力
３．お支払い内容を確認し、［お支払い方法を選択］→「現金」 にタッチ
４．［入力画面（電話番号）］→連絡可能な 「電話番号」を入力します
５．［現金の投入］→現金を投入口から入れてください
６．［おつりの確認］→おつりと明細票が出ますのでお受取りください
※受け取った「明細票」 は、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

通帳・カードでお支払いの場合
１．「料金払込（ペイジー）」→［払込票の入力方法を選択］→「手入力」にタッチ
２．「収納機関番号：　58021（共通）」、「お客様番号（11桁）」、「確認番号（4桁）」 を入力
３．お支払い内容を確認し、［お支払い方法を選択］→「通帳・カード」 にタッチ
４．［入力画面（電話番号）］→連絡可能な 「電話番号」を入力します
５．［通帳もしくはカードの投入と、暗証番号の入力］→通帳またはカードを入れて暗証番号を入力してください
６．［お支払い金額の確認］→お支払い金額が表示されますので、 よろしければ「確認」をタッチ
７．［通帳もしくはカードの返却］→通帳もしくはカードが返却され、 明細票が出ますのでお受取りください
※受け取った「明細票」 は、提出用書類（出願確認票）に貼り付けてください。

ゆうちょ銀行 /郵便局ATMでお支払い 各金融機関のATMでお支払い　※例 .みずほ銀行のATM

※ATMで現金でのお支払いの場合は、10万円を超えるお支払いはできません。

※左記のペイジーマーク表記のあるATMのみご利用いただけます。



質　　問 回　　答

利
用
環
境

スマートフォン、タブレット端末から
出願できますか。

パソコン環境のご利用を推奨しています。スマートフォン、タブレットからのご利用も
可能ですが、機種によっては、画面デザインが崩れる等の影響も考えられます。

プリンターがないのですが。 「出願確認票」をPDF保存し、プリンターのある環境で印刷してください。

Internet Explorer 以外のブラウザは利用
できますか。 Safari、Google Chromeでの出願は可能ですが、レイアウトの崩れ等の可能性があります。

画
面
操
作

入力途中でインターネット接続が切断
しました。
【考えられる原因】
　・入力途中で電源が切れた
　・入力途中で LANケーブルが抜けた
　・入力途中で無線 LAN接続が切れた
　・入力途中でエラー画面に遷移した
　・その他

どの画面まで登録が完了していたかを確認してください。
［コンビニ決済：登録完了通知画面以前］
⑴回線が込み合っている可能性があります。しばらく経ってから再度出願してください。
⑵はじめから出願登録をやり直してください。
［コンビニ決済：登録完了通知画面］
はじめから出願登録をやり直してください。
［クレジット決済：お支払い完了画面まで到達していない］
⑴回線が込み合っている可能性があります。しばらく経ってから再度出願してください。
⑵はじめから出願登録をやり直してください。
［クレジット決済：お支払い完了画面まで到達していた］
申込を取り消しますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。申し訳ありませんが、
その後、はじめから出願登録をやり直してください。
　※登録完了通知画面まで遷移した時点で登録されます。

ブラウザが文字化けして読めません。 “Alt キー”を押しながら“Vキー”で表示される“エンコード（D）”メニューで“unicode
（UTF-8）”が選択されていることを確認してください。

出願する学部・学科・コース・方式が
表示されません。

出願する学部・学科・コース・方式を確認していただき、出願期間を調べて出願してく
ださい。（出願期間外は登録できません）

前回入力情報取得ができません。 ⑴前回入力時にユーザ登録されましたか。
⑵ユーザ登録された場合は、ユーザー ID/ パスワードを確認し、再度実行してください。

氏名、住所の入力で正しい漢字が出ま
せん、または入力できません。

旧字等で正しく変換できなかったり、入力エラーになる場合は代替の漢字を入力してく
ださい。

メールアドレスはスマートフォンや携
帯電話のものを使えますか。

使用できます。ただし、メール受信設定でドメイン設定を行っている場合はメールが届
かないことがありますので、ドメイン（@sak-sak.net）を受信指定してください。

受信確認メールが届きません。
受付完了メールが届きません。

⑴メールアドレスを確認してください。
⑵迷惑メールとして受信していないか、受信拒否設定を確認してください。

入学検定料以外の値段が記載されてい
ますが、どのようなものですか。 事務手数料をご負担していただいております。

そ
の
他

出願完了後に出願内容の変更を行えま
すか。 決済後の出願内容の変更は認められません。

出願受付番号を忘れてしまいました。 下記問い合わせ先にご連絡ください。

提出用書類を印刷し忘れました。

ユーザ登録を行っているか確認してください。
［ユーザ登録を行っている］
出願状況確認画面より出願受付番号とパスワードを入力していただければ、再印刷が可
能です。
［ユーザ登録を行っていない］
下記問い合わせ先にご連絡ください。

提出用書類を印刷する画面がでてきま
せん。

どこまで画面を進めていたか確認してください。
［クレジット決済を行っていない］
はじめから出願登録をやり直してください。
［クレジット決済を行っていた］
申込を取り消しますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。申し訳ありませんが、
その後、はじめから出願登録をやり直してください。

入金期日を忘れてしまいました。 通常申込から48時間以内ですが、出願期間最終日に申込されている場合は、申込当日中
にお支払い下さい。

出願を取り消したい（クレジットカー
ド決済）のですが。 決済後の取消は行えません。

出願を取り消したい（コンビニ決済）
のですが。

決済状況の確認をしてください。
［決済前］
決済後に受付完了となりますので、特に何もしなくても取り消されます。
［決済後］
決済後の取消は行えません。

インターネット出願に関するQ&A

同志社大学入学センター入学課
〒602-8580  京都市上京区今出川通烏丸東入

TEL：（075）251-3210　FAX：（075）251-3082


