
本校公式ホームページのリンクから、
アクセスしてください。

「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。自動で返信されるメールを確認して、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。

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

※インターネット出願サイトは2018年12月17日（月） 9：00から開設します。

園 田 学 園 中 学 校

いつでもどこでも、インターネットで手間なく便利に！！

インターネットによる出願マニュアル

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
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※システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。

Aクレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）　
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。

Bコンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、選択したコンビニ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

▼ご利用いただける金融機関

Cペイジー対応金融機関ATMでのお支払い（支払手数料が必要です）
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）。

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、近畿大阪銀行、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

ペイジーマーク

▼ご利用いただけるクレジットカード

スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」または「受験票・写真票」を印刷する方法

検定料のお支払方法について

②「申込内容確認書」・「受験票・写真票」のそれぞれのデータ（PDFファイル）を表示します。

※iOS用アプリは「App Store」で、Android用アプリは「Google Play」で検索し、ダウンロードしてください。

Print Smash
（プリントスマッシュ）

「ローソン」「ファミリーマート」を利用する場合のアプリ。

無料アプリケーション 無料アプリケーション
※会員登録が必要

net print
（ネットプリント）

「セブンイレブン」を利用する場合のアプリ。

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。
2コンビニエンスストアで印刷する

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。

1家庭用プリンタで印刷する

iPhoneの場合

表示されている「申込内容確認書」または「受験票・写真票」をタップ、「共有　」をタップ。アプリ
を選択し、印刷。

表示されている「申込内容確認書」または「受験票・写真票」をタップ。（うまく表示できずメールで
ファイルを送信した場合は、「共有　 」をタップします。）表示された「その他」項目から「（アプリ
名）で読み込む」を選択し、印刷。

Androidの場合

「net print」の場合 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。

「Print Smash」の場合 店内のマルチプリンタWi-Fiに接続。

「中学入試」を選んで「次へ」をクリック。
2
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マイページから「新規申込手続きへ」をクリック。
※顔写真をアップロードしておくと、貼付が
　不要になります。（任意）

※イベントで1度登録している方はログイン可能です。
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出願情報を入力する02
ソノダ アイコ

ソノダ アイコ

ソノダ アイコ

ソノダ アイコ

園田学園中学校 〒661-0012　兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24番16号
TEL.06-6428-2242 　FAX.06-6428-0201

https://www.sonodagakuen.ed. jp

入試内容に関する
お問合せ



お支払い方法を選択し、「確認画面へ」をクリック。
1

マイページからＰＤＦを印刷し、
写真票に顔写真（4cm×3cm）を貼付します。
※事前に顔写真アップロード機能を使われた場合は、貼付の必要
　はありません。
※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。
※保存したＰＤＦファイルはコンビニのマルチコピー機でも印刷
　可能です。詳しくはコンビニ店頭でお尋ねください。

以上で
出願手続きは完了です！

出願期間

全日程の出願期間になります。
各日程の詳細は「募集要項」でご確認ください。

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

画面の指示に従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。
※この操作以降は内容の変更ができません

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。
※いずれの支払方法でも検定料とは別に手数料がかかり
　ますのでご了承ください
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3
画面の指示にしたがって、必須項目は必ず入力
してください。
入力内容を確認したら「試験選択画面へ」をクリック。

「試験日」を選んで「選択ボタン」を押してく
ださい。
申込内容を確認したら「お支払い画面へ」を
クリック。

3
マイページに戻ると、「受験票」のボタンが表示
されます。
※コンビニ支払いの場合は店頭での支払いが完了する
　まで表示されません

【 受験票・写真票 】
顔写真の貼付（もしくはアップロード）後、事
前にキリトリ線より切り取り、試験当日に受験
票と写真票の両方を必ずお持ちください。

「保存して中断する」ボタンを押すと
マイページから「申込内容確認書」を
印刷することができます。
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2018年12月17日（月）  9：00
〜

2019年　1月23日（水）16：00

検定料を支払い、受験票・写真票を印刷する03
印刷した受験票・写真票を入試日当日に持参する04
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本校公式ホームページのリンクから、
アクセスしてください。

「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。自動で返信されるメールを確認して、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。

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

※インターネット出願サイトは2018年12月17日（月） 9：00から開設します。

園 田 学 園 中 学 校

いつでもどこでも、インターネットで手間なく便利に！！

インターネットによる出願マニュアル

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
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2

※システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。

Aクレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）　
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。

Bコンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、選択したコンビニ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

▼ご利用いただける金融機関

Cペイジー対応金融機関ATMでのお支払い（支払手数料が必要です）
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）。

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、近畿大阪銀行、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

ペイジーマーク

▼ご利用いただけるクレジットカード

スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」または「受験票・写真票」を印刷する方法

検定料のお支払方法について

②「申込内容確認書」・「受験票・写真票」のそれぞれのデータ（PDFファイル）を表示します。

※iOS用アプリは「App Store」で、Android用アプリは「Google Play」で検索し、ダウンロードしてください。

Print Smash
（プリントスマッシュ）

「ローソン」「ファミリーマート」を利用する場合のアプリ。

無料アプリケーション 無料アプリケーション
※会員登録が必要

net print
（ネットプリント）

「セブンイレブン」を利用する場合のアプリ。

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。
2コンビニエンスストアで印刷する

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。

1家庭用プリンタで印刷する

iPhoneの場合

表示されている「申込内容確認書」または「受験票・写真票」をタップ、「共有　」をタップ。アプリ
を選択し、印刷。

表示されている「申込内容確認書」または「受験票・写真票」をタップ。（うまく表示できずメールで
ファイルを送信した場合は、「共有　 」をタップします。）表示された「その他」項目から「（アプリ
名）で読み込む」を選択し、印刷。

Androidの場合

「net print」の場合 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。

「Print Smash」の場合 店内のマルチプリンタWi-Fiに接続。

「中学入試」を選んで「次へ」をクリック。
2

01

マイページから「新規申込手続きへ」をクリック。
※顔写真をアップロードしておくと、貼付が
　不要になります。（任意）

※イベントで1度登録している方はログイン可能です。
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園田学園中学校 〒661-0012　兵庫県尼崎市南塚口町1丁目24番16号
TEL.06-6428-2242 　FAX.06-6428-0201

https://www.sonodagakuen.ed. jp

入試内容に関する
お問合せ


