
①コンビニのレジでお支払いください。
端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi）が
出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。

②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。
「取扱明細書」（マルチコピー機）または「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。

レシート取扱明細書兼領収書

チケット形式

クレジットカードでお支払の場合

＊漢字氏名入力欄において、漢字氏名のない方はカナ入力
してください。

＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合が
あります。

▼
　　　　　 をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券ください。　　　　　名古屋大学

コンビニ端末で直接お支払の場合（インターネット不要）

最寄りの「セブン-イレブン」にある
「マルチコピー機」へ。

http://www.sej.co.jp

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」
にある「Loppi」へ。

http://www.ministop.co.jp
http://www.lawson.co.jp

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

入学検定料等支払

学び・教育 「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

学び･教育･各種検定試験

TOP画面の「学び・教育」より
お申込みください。

TOP画面の「各種サービスメニュー」より
お申込みください。

【操作などのお問合わせ先】　学び･教育サポートセンター  https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の
「収納証明書」部分を切り取り、志願票の「入学検定料
収納証明書貼付欄」に貼付して郵送ください。

貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある
糊は使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

本学「入学検定料支払い」ページにアクセス

https://e-apply.jp/n/nagoya-u99/

＜パソコン・スマートフォン＞

※カード決済完了後の修正・取消はできません。
申込を確定する前に、内容をよくご確認ください。

入力内容が表示されます。間違いがなければ、
次のページで表示される「受付番号（12桁）」
を必ず控えたうえ、お支払い画面に進んで
ください。

画面の指示に従って出願する入試を
選んだ後、基本情報を入力。

※PDFファイルを印刷するためのプリンターが必要
となります。

から

お支払い後に上記URLまたは支払い完了
メールに記載されたURLへアクセス（※1）し、

ダウンロードの上、印刷してください。

※1：お申込の際に発行された「受付番号（12桁）」
が必要です。

上記URLからアクセス

からPDFファイルを

クレジットカードでお支払い

●お支払いされるカードの名義人は、受験生
本人でなくても構いません。
但し、前段の画面で入力する基本情報は、
必ず受験生本人のものを入力してください。

※日本国内のみ

志願票

収納証明書

マルチコピー機

コンビニ・クレジットカードでの入学検定料支払方法
How to Pay the Examination Fee in a Convenience Store or by Credit Card

Payment by Credit Card

Please 
access to 
this QR→

Please refer to the credit card payment manual in English 
in the following pages. 



◇
・
・
・
・
・
※

※
・
・

◇
収納証明書

◇

Proceed to payment
クリック

Click here.

e-apply 「学び・教育」出願 ．申込サーピス

当ブイトの巴渭正宮はr.ti.t全丑ナィスコが行っています．
DISCO Jnc. 

→ 

， 

はじめに
し~

申し込む

7収納証明書の印刷

申込内容の確認

7 

入学検定料支払いサービスによるお支払い方法等についてわかりや
すく説芍いたしますっ
ぉ中込み前に必ずお茫みくださいs

入学検定料支払いサービスによるお支払を行います，
「はじめに」 を車可1ここ覧くださV '

申込済みの内容について閑頁することができます，
収納証明書の印品もこちらから行います，

Credit Card Payment Manual in English



Course select: 

Master's Course → "大学院博士前期"、 Doctoral Course　→ "大学院博士後期"

School select:

Bioagricultural Sciences → "生命農学研究科"

Course and school select: 
 
　
 Maste's Course of Bioagricultural Sciences → 

"博士前期　生命農学研究科"

Doctoral Course of Bioagricultural Sciences →

"博士後期　生命農学研究科"

Next

“召名古屋大学

トップページ」Too

申込内容を正確に入力して、 「次へ」ポタンを押してください=

l申込先の選択

入試種月9 I 竺外国人留学生入竺←—|

出願学部
工学部 ~ 

―

-

.
＿

＿
＿
 

確認
私黄外国人留学生入試 工学部 V

屈塁！

当フィ!-(])f'l:J:f迂ヨは打ふ含t1'rィスコが行っています．
cDlSCO lnc 

「―

て



Please enter your email address and click. 
Please check if you can receive emails from @ e-apply. 
You will receive the test email from @e-apply promptly 
after you click the [テストメール送信] button.
There is a sample picture on the next screen.

If you live outside Japan, please enter the following information. 

Zip code    ⇒　　 464 - 0814 

Prefecture ⇒ 　　Select "愛知県" 

City/wards/towns ⇒　 "Nagoya city, Chikusa-ku" 

block, town name ⇒ 　　"Furo-cho" 

Phone number in Japan ⇒　　 "052-789-0000"

Please check after you  receive the test email (next screen).

Please check if you agree.

“ 名古屋大学

トップページ lTop

国人情報を入力して「次へ」ボタンをクリックしてください0

1個人情報

氏名

氏名のフリガナ

性別

生年月E ム-~

日本国内の住所

竜話番号

メールアドレス

偏人悟報保護方針

当フイトの~ii烹は桟式会Uディスコが行っています．
cDISCO Inc 

アルファベット （半角）

カタカナ（全角）

郵便番号

都道府県

市区町村名

以開の住所

建物名等

日本国内の連絡先

e-mail 

＂；；入力必須項目です 。

~Family'lame 仁ニコ 泊 rstName[ニニJ _ J  

'Family Name仁二二］ "'Rrst Name[ニニニl 」
己 〇男 ＠女

-< 2002 V I 01 V 11 01 .., 

~, 464 -,0814 ―xヨ本

，，， 愛知罠 v 

→ 名古屋市千種区 憚l

べ 不老町 詞

に j{例）後

"' 052 - 111 -12222 

（半角数字）匡定竜話のない万は揆帯竜廷を入力してください．

"'ueno.eiko@adm.nagoya-u.ac.jp 

~ 宝;!~竺ー 、 次のドメインからのメー）ノを受匡できるように底定を~::してくたさ

皿紐廷区速を車前にご渥認をいただきこ承誌の上、チェックを入れてください．
olJ.. 弔,~.

戻る

If you cannot type your name in Katakana,
please enter "メイダイ" and "タロウ".  (Copy and paste.)

No need for enter your  middle name.



メール受信のテスト画面
Test Screen Sample for Email Reception

メール受I出磁認

Subject: メール受信確認

From: no-reply@e-apply.jp 

Date: 2020/10/22 15:17 

To: ueno.eiko@adm.nagoya-u.ac.jp 

im ap://mail. adm.nagoya-u .ac.jp :993/fecch> U ID> /IN BO ... 

このメ ールは、 入学検定科支払いサービス（蜘—apply.jp)からメールを受信可能か確認する
ためのメールです。
このメールを受信された方は、本システムから問題なく受信できます。

引き続き、お申込み手続きを行ってください。
================================ 
本メールは、送信専用メ ールアドレスから翫信されています。
ご返信いただいてもお答えできませんので、 ご了承ください。

当メ ールに心当たりの無い場合は、誠1こ恐れ入リますが破棄し て
頂きますよう、よろし くお飩い致します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



Proceed

⇐ 　If all information is correct, please click here.

“ 名古屋大学

トッフベージ Too 

下記の甲込内容で唱追いがなければ「上記内容で甲込みする」ボタンをク')ックしてください．

l決済情報

二 戸
17
-

l申込先の選択

入試蘊別

出願学部

確認

私匿外国人旨字生入試

エ字

私亘外国人苗字生入試エ字郎

1個人情報

氏 アルファベット（半角）

氏のフリガナ カタカナ （全角）

性別 ヌ

主年月日 2002-01-01 

日衣訥の田所 郵便量号 464-0814 

都棗 愛

市区町村名 名古呈門千匿区

以阻の住所 不老均

建物名等

孟話詈号 8芯即ゅ逹絡先 052-111-2222 

メールアドレス e-mail I I 
国人餞藉保護方針 同惹する

戻る

り-<i、のi=i"''f這ll樗式合仕デ..,.スユがWっ t• •l"'f .
,g015COinc 

I 

30,000 yen for Graduate Schools
840 yen for  credit card payment fee

30,840 yen in total

Name in 
 Alphabet

Email address



①

②

Make a note of the number (12 digits) to 
print your receipt later and click ①, ②.

nソロエルアリーナPowe... 口InternetServices [j名三墨大
rehearsal.e-apply.jp (J)内容

油が名古屋大学ぢa

トップページ!Toe

受忙香号を必ずメモして歪えておいてください。

おヨ込みありがとうごさいますこ
収訥証5月君の丘刷 ・三込内容の磋品に必要な下巨12桁の受付香号を必ず控えてから
「引き躾き支払う」ポタンを押し、お支払いの手秩きに進んでください，

l受付番号

OK 

220127298552 

サイトの百埋面史a筏式会社ティスコ1Jfi:;ていオす．
屯ID!Sl.O Inc. 

引き続き支払う

の雨雲の翫き．．． 年 東海国立大学裡樺 ，＇

キャンセル

亡



It shows deadline for online payment. 
＊The deadline for submission is different from this deadline and is stated in the 
application guidelines.

Applications from overseas can use credit card only. 
After click this, please complete the payment procedure 
within 30 minites.

年 名古屋大学

トッフ^ ージ Too 

lお支払い内容

支払瓦璃までに、お支払いください，
お支払い期限は、甲込日を含め4日問です． （袴切が4日ょり短い塩合、稀切が俣先されます）
支払朗限までにお支払いがなゴ雰いときは、お甲込みは巨勁的に取り消されます.,

お支払期限 2020年12巨19E23時59分59~;:

お支払金額合計 17,840円

lクレジッ トカードによるお支払い

次のポタンをクリックし、 お支払手続きにお進みください．

図四 園日ヱ
悶'―

-面 .... 

［クレジットカード叫浮続き這むl
, ~~~ 呻l.Wb~ct"C.~ホタジ ご→

当りイ t-c.)百埠盃~IA搾式会社ア→ィス_Jが行っ Cい本,f.

心 D!SCOInc. 



Confirm the payment amount 
and click ①, ②.

①

②

株式会社ディスコ 2支払方法選択

呪ページ［環る＜ お支払方法り選択＞

お支払する方法を逗んで、 「進む」ポタンをクリックしてくださいc

lご利用内容

お支払金額

お支払金額合計

17,840円

17,840円

1お支払方法をお選びください。

＠クレジットカー ド

1 
}---{ 進む ーヽノ



Click after filling out.

Enter without hyphen 「-」.

株式会社ディスコ 2お支払手続き

必を入力 ＞

クレジッ トカード決済の必要事項を入力し、 「確認する」ポタンをクリックしてください。

お支払い方法

カード番号
ハイノン,_,輌しマ 数手のりご記入くださ

L ¥. 

一括

14111111111111111 

三
カード有効期限

セキュリティコー ド

亘 臣

11231 I 

（
 

確認する 戸
ご利用内容

お支払金額

お支払金額合計

17,840円

17,840円



Click if the content is correct.

株式会社ディスコ2お支払手続き

l下記の内容で決済します。よろしければ、 「決済する」ボタンを押してください。

支払方法

カー ド番号

カー ド有効期限(MM/YY)

一括

4111111111111111 

01/21 

（
 

決済する y 
lご利用内容

お支払金額

お支払金額合計

17,840円

17,840円



This screen shows that the payment 
procedure has been completed. 
Please click here.

株式会社ディスコ 2お支払手続き

お支払手綬き完了

決済が完了しました。 「進む」ポタンをクリックしてください。

lご利用内容

お支払金額

支払方法

カード番号

有効期限(MM/YY)

17,840円

一括

***•****•"'"'"'1111 

01/21 

（
 

進む rl 



クリックすると次ページの画面に

Click here and save certificate of payment.

“ 名古屋大学

トップベーシ Toe 

お支払いが完了しました，

あなたの翻 香号は以下の遥りですので｀大切に保存してください．

l受付番号

220127298552 

※締切日までに到着するよう余裕をもつて発送してください。

⇒ ド血迎紐（四注）の出力、申込内容の確認はこちら 1
当りイトの笞埋平はtぽ石~Itディス．ユ廿5っ'-"'床 'I.
, f, DISCO Inc. 



Enter the number（12 digits） you took notes.

Login

鑓 名古屋大学

トップ^ ージ Toe 

三込登注したときの受付番号(12桁）、 三年月日、メールアドレスを入刀して、 「ログイン」ポタンを押してください，

lログイン

受

生年月日

メルアドレス

ヨりイトの百坪置~tl!il'.:it~社ディス」が行っnぃさす．
151 DLSCO Inc.. 

I 

l,, 』・ I 220127298552 マ 己芯づ I

2002 v」/01 v if 01 v 

I 

I 



クリックすると次ページの画面

Click here.

a名古屋大学

.0グアつ卜 'LOiOUl

lお支払い内容

畳呻号 220 I 272985S2 

畳日鱒 l.020,,_ .2/l lo日1ば如分9

申込金冨 "、OOO円

決漬糧詞 クレジッ トカード

込込手翫科 ll40 :q 

合計金露 17,840円

l申込印兄

寧込ステータス

l申込知店選択

已 二 J字部

l嗣人信報

氏名 ,,ルファベッt-(學角） I 
氏名のフリカナ カタカナ （全負） I 
性胴 女

生年月B 2002-01-01 

日事Ill内a ・号 心 ・08l4

彗隣 0匹

Ill区員!If名 名；；~,l, flc:区

lllMI'! 鶴 不町

硯

零-~ 日事竃先 0~2-111-2222 

メールアドレス C• 四 II I 
鬱人n:緯虞逗万書t r,:;-;;iする

..,~... ド,_111,p,,::c,o式'-llティスコが..,_,て‘`ヤ I
f;l OISCO In<. 



Please print this out and 
send it with your application 
documents.申し込み明細

支払日時 2020年10月22日 15時27分05秒 お支払い金額（税込）17,840円

お客様氏名

お客様電話番号 052-111-2222 

受付番号 220127298552 

お支払い後の返金はあ受けできません．お支払い内容に関してば下記お取引先に直接お問い合わせください．

お問い合わせ先：運用会社株式会社ディスコ

「学び ・教育」出願 ・甲込サーピスサポートセンター

0120-202079 (24時間受付）

取扱明細書

受付番号

学校名

申込内容

220127298552 

名古屋大学 （私費外国人留学生）

私費外国人留学生入試工学部

i 9l り氏り ）r・・・・・・・・・-・ .. -・・・・・ 一••一.... -・・・・・ 一．．，~· 
切 ！名古屋大学 （私費外国人留社） 収納迂明● 惇
りi私費外国人工学親 17.000円 j l'J 

叫且亡ニニコ ほ！取
•電話 ： * ..... 亭＊＊＊事＊ ： 

り！
- 1-•• 一・・・・-・c"・ー百．．．ず--ii·--~----)-······-··" ~

！り

Receipt




