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インターネット出願の手引き
インターネットを利用して手間なく、便利に!!

お好きな時間に出願可能 クレジットカード・コンビニ・
ペイジーで受験料の支払いが可能

スマートフォン・PC・
タブレットなどで手続き可能

24PC



出願手続きの流れ
本校ホームページ（入試・募集要項）

WEB出願サイト（SEED）へアクセス

新規登録（マイページ登録）

出願情報の入力

受験料の支払い方法の選択

出願完了

支払い番号
の確認

金融機関・ATMで
支払い

支払い完了
メール受信

受験票の印刷

試験当日に受験票を持参

クレジットカード
（オンライン決済）
を選択・支払い

コンビニ後払い
を選択 ペイジーを選択
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STEP 

登録

1

STEP 

印刷

３

STEP 

出願
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出願期間中に
お願いします

ご家庭にインターネット環境がない場合
出願期間終了までに本学園までご相談ください
TEL 093-381-3537 平日は 9:00～16:00　土曜日は正午まで

－１ー

検定試験証明書
アップロード
（検定取得者のみ）

自己推薦文の郵送
（自己推薦入試のみ）

12/9～12/16



新規登録（マイページ登録）STEP 1
【登録上の注意点】
● 迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合は、「@seed.software」の受信を許可してください。
● オープンスクールの申し込みで登録を済ませている場合は、「STEP2 出願情報の入力」(3 ページ ) から操作を
　行ってください。

❶本学園ホームページ（入試・募集要項）のリンクから、インターネット出願サイト（SEED）にアクセスしてください。

❷初めての方は、「新規登録」（画面下部）をタップ（クリック）してください。

❸メールアドレスを入力し、利用
規約をご確認いただき、「送信す
る」をタップしてください。

❹届いたメールを開き、メール
に記載のURL をタップしてく
ださい。

❺「次へ」をタップし、「氏名」「ふ
りがな」「生年月日」「パスワード」
等を入力して登録してください。

❻「ログインする」をタップしてく
ださい。

※以下タップで表現します。

●実際の画面イメージと異なることがあります。

※入試・募集要項は上のQRコードからアクセスするか、本校ホームページをご覧ください。

本学園ホームページ
（入試情報リンク）

QＲコード

－２ー

こちらの
リンクから

敬愛中学校 ※このメールはWEB出願システム「プラスシード」か
ら自動送信しています。

プラスシードへの仮登録が完了しました。

下記に記載されているURLから、本登録のお手続き
をお願いいたします。

https://seeddemo.mwsite.work/mail_auth_comple
te?token=1ac8a58ca8fc357bf1bed85d5bdf011c54
c32ad0&school_code=f_keiai
※60分以内にURLをクリックされない場合、URLが
無効になります。
その場合は、再度仮登録を行ってください。

※このメールはシステムより自動送信されていま
す。
こちらのメールにご返信いただいてもご連絡できま
せんので、ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━
WEB出願システム・イベント申込システム プラス
シード運営会社： モチベーションワークス株式会社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━



❷「メールアドレス」「パスワード」
を入力して、「ログイン」をタップ
してください。

❸ メニューの「入試日程一覧」
( 画面右上 ) を選択して、入学
試験をタップしてください。 

※登録したメールアドレスを忘れ
た方は、お手数ですが、再度、
STEP1新規登録 (マイページ登録 )
を行ってください。 
※パスワードを忘れた方は、「パ
スワードを忘れた方はこちら」( 画
面下部 ) にお進みください。

※出願期間前の場合は、「出願へ進
む」ボタンは表示されません。( 出
願受付開始前と表示されています )

※必要事項を入力してくださ
い。 「※」の項目は入力 /選択必
須です。

－３ー

出願情報の入力STEP ２

●実際の画面イメージと異なることがあります。

❶ ログインをタップしてくだ
さい。

本学園ホームページ
（入試情報リンク）

QＲコード

STEP２からの方は、
下記QRコードから

SEED にアクセスしてください。

❺出願情報を入力してくださ
い。入力後、「確認画面へ」を
タップしてください。

敬愛中学校

試験日 試験名

2023年1月5日（木） 自己推薦入試

2023年1月5日（木） 一般入試

敬愛中学校

❹「出願へ進む」( 画面下部 ) をタッ
プしてください。

2023年1月5日（木）～2023年1月
5日（木）

一般入試

2022年12月9日（金）0時00分～
2023年12月16日（金）23時59分

2023年1月7日（土）～2023年
1月7日（土）

10,815円

80名

2023年1月5日（木）～2023年1月
5日（木）

一般入試

2022年12月9日（金）0時00分～
2023年12月16日（金）23時59分

2023年1月7日（土）～2023年
1月7日（土）

10,815円

10,815円（税込）

敬愛小学校

80名

一覧へ 出願へ進む



－４ー ●実際の画面イメージと異なることがあります。

❻登録した内容を確認し、間違いがなければ、
「送信する」をタップしてください。

【登録上の注意点】
● これ以降は出願をキャンセルや、内容の変
更ができなくなります。
● 「送信する」を押した後、次の画面に遷移
するまでに画面を閉じたり、ブラウザの戻る
ボタンを押したりしないでください。

【登録できているかの確認方法】
● メニューの「入試出願状況」( 画面右上 )
を選択すると、出願登録されたリストが出て
きます。検定料の支払いの確認や受験票のダ
ウンロードもできます。

【検定試験の証明書の提出について】
● 出願終了後、出願完了メールにて検定試験の証明書を送付するリンクが届きます。スマートフォンな
どで、名前と取得級がわかるように撮影し、そのファイルをアップロードしてください。
【自己推薦書の郵送について】
● 自己推薦入試を受験する場合は、自己推薦文が必要です。出願期間内に速達または簡易書留で郵送く
ださい。

 受験料の支払方法は、「クレジットカード」「コンビニ後払い」「ペイジー」 から 1つ選択してください。 
※クレジットカードを選択した場合はカード情報を入力してください。 
※ご利用いただけるクレジットカードは次の通りです。（VISA/Mastercard/JCB/AMEX/Diners Club） 
※手数料 ( 支払方法の選択画面に表示されます ) はご負担ください。 
※出願後の支払方法の変更はできません。

一般入試

敬愛　太郎

平成22年8月4日

けいあい　たろう

一般入試 支払い済み

2023年1月5日（木）～2023年1月
5日（木）

2023年1月5日
（木）～2023年
1月5日（木）

敬愛中学校

敬愛中学校

敬愛中学校

敬愛中学校

敬愛中学校

一般入試への出願が完了しました。



●実際の画面イメージと異なることがあります。－５ー

受験料の支払いSTEP ３

＜クレジットカード払い＞ ＜ペイジー＞

＜コンビニ後払い＞

❶請求書送付先住所を入力します。

❷出願完了のお知らせメールが届きます。

❶出願完了のお知らせメールが届きます。

❸受験料の支払い後、登録されたメールアドレスに
　支払い完了メールが届きます。

※請求書が届きましたら、期日までにコンビニでお
支払いください。
※コンビニ後払いの場合、支払い完了メールは届き
ません。

● 登録されたメールアドレスに出願完了のお知らせ
　メールが届きます。

【注意事項】
● クレジットカードとペイジーでの受験料のお支払いは、出願期間内にお済ませください。
● 出願期間後にお支払いいただいた場合は、受験できませんのでご注意ください。

※クレジットカード払いの場合、支払い完了メール
　は届きません。

800-0035

福岡県

北九州市

門司区別院６－１

❷お支払いに必要な情報がメールで届きます。
※このメールはWEB出願システム「プラスシード」から自動送信しています。

敬愛高等学校の入学試験への出願手続きを行いました。

現時点では出願が完了しておりません。
お支払い後に出願が完了となるため以下の振込先情報をご確認いただき、
必ず支払い期限までに金融機関のATMまたはネットバンキングでお支払いをお願いいたします。
入金確認後に受験票のダウンロードが可能となります。

◆入試情報
学校名：敬愛高等学校 
試験名：一般入試 
試験日：2023年2月2日(木) ～ 2023年2月2日(木) 

◆出願内容
受験番号：1002 
決済番号：WiQ2yJW2YD 
氏名：敬愛 太郎 
ふりがな：けいあい たろう 
性別：男性 
生年月日：平成19年8月4日 

◆振込先情報
支払い方法：ペイジー 
金額：12,440円(税込) 
支払い期限：2023年1月4日 0時00分 
収納機関番号：58191 
お客様番号：20001900030947960025 
確認番号：288916 

◆出願内容のご確認はこちらから
https://seeddemo.mwsite.work/student/admission/apply_detail/52563 

※お支払いは必ず出願期間内にお済ませください。



●実際の画面イメージと異なることがあります。－６ー

受験票の印刷STEP ４

● マイページの「入試出願状況」( 画面右上 ) を選択し、「入学試験」をタップしてください。

❶「受験票ダウンロード」 をタップしてください。

以上で出願手続きは完了です。

❷A4サイズ・白色の普通紙を使用して、「受験票」を印刷し、切り取り線で切り取って、試験当日に持参して
ください。

※受験料の支払いが確認されると、支払状況が「支払済み」に変更され、受験票の印刷までできるようになります。 
※コンビニ後払いの場合は、お支払い前でも受験票の印刷ができます。

【注意事項】
●事前に受験票を印刷していただき、試験当日にご持参ください。なお、受験票は本校から発送致しません。

一般入試
一般入試 支払い済み

2023年1月5日
（木）～2023年
1月5日（木） 2023年1月5日（木）～2023年

1月5日（木）

敬愛中学校 敬愛中学校

敬愛中学校

2023年1月7日（土）～2023年
1月7日（土）



スマートフォン・タブレットから「受験票」を印刷する方法

PrintSmash 
(プリントスマッシュ)

ネットプリント公式アカウント

かんたん netprint 
(ネットプリント)

 ①家庭用プリンターで印刷する

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な場合、お持ちのプリンターで印刷できます。 設定方法については、
プリンターの取扱説明書をご確認ください。

＜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」でご利用の場合

「ローソン」「ファミリーマート」「ポプラ」でご利
用の場合

https://www.sej.co.jp/services/netp_line.html

https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx

＜インターネット出願の手引き６ページを参照して、受験票データ (PDF ファイル ) を表示します。＞

「ローソン」「ファミリーマート」 「ポプラ」
を利用する場合のアプリ

「セブンイレブン」「ローソン」「ファミリー
マート」「ポプラ」 などを利用する場合のア
プリ

※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。

● 「PrintSmash」の場合
店内のマルチコピー機のWi-Fi に接続してください。
● 「かんたん netprint」の場合
アプリ内で発行されたプリント予約番号をマルチコピー機に入力し、印刷してください。

● iPhone の場合
表示されている「受験票」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」のアイコンをタップします ) 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、印刷してください。
● Android の場合
表示されている「受験票」をタップし、「共有」のアイコンをタップ。アプリを選択し、印
刷してください。

「セブンイレブン」を利用する場合のアプリ

－７ー


