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入学検定料の支払い（コンビニ・銀行ATM・ネットバンキング） 2020年4月現在

入学検定料支払い期限:登録日翌日23時59分まで　ただし、登録最終日は登録日当日23時59分まで

インターネット出願 ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

Famiポート

支払い内容
確認

「代金支払い」
を選択

「番号入力画面
  に進む」

を選択

収納番号の左5桁
「20020」を入力

「収納番号の右12桁」
を入力

ファミリーマートローソン
ミニストップ

Loppi

「各種番号を
お持ちの方」

を選択

「電話番号」
を入力

支払い内容
確認

「お支払い受付番号」
を入力

店頭レジ

支払い内容
確認

レジで
「インターネット
支払」と伝える

セイコーマート

店頭レジ
レジで

「オンライン決済」
と伝える

タッチパネルに
「お客様番号」

を入力

タッチパネルに
「オンライン決済番号」

を入力

支払い内容
確認

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストア

セブン-イレブン

店頭レジ
レジで

「インターネット
代金支払」と伝える

「払込票番号」
を伝える

レジで検定料を現金で支払う※

領収書（レシート形式）を必ず受け取る 取扱明細兼領収書を必ず受け取る

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は

30分以内にレジにて支払ってください。

Pay-easy
利用ATM

収納機関番号
「58171」

を入力

「お客様番号」
を入力

利用明細票を
必ず受け取る

支払い内容
確認

「現金」または
「キャッシュカード」

を選択し支払う※

「確認番号」
を入力

「税金・料金払い
込み」など

を選択

※検定料のほかに、手数料が必要です。登録時にご確認ください。
※複数回登録する場合、手数料がそれぞれ必要となります。

検定料の支払い方法を選択します。Step１

お支払い情報を確認します。Step2

選択した支払い方法で検定料を支払います。Step3

登録完了画面、または申込確認画面より決済代行業者の専用サイトへ移動し、
支払い方法を選択します。

手数料について

● クレジットカード

● ネットバンキング

● コンビニ

VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club 

主要メガバンクをはじめ、全国1,000行以上対応。
ご利用には、ネットバンキングの利用契約が必要です。  

コンビニ名を選択した後、お支払い情報取得ボタンを押してください。

ATMコ ン ビ ニ

※ATMを利用する際、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

コンビニ・ATMでのお支払いに必要なお支払い情報を取得します。
お支払い情報は、お支払いをする際に必要な情報ですので、必ずメモを取るか
印刷してください。
● ATM（ペイジー）

画面表示に従い、お支払い情報取得ボタンを押してください。

Step2で取得したお支払い情報を持参し、コンビニ（レジ、設置端末）・ATM
にて検定料を支払います。領収書は必ず受け取ってください。

画面表示に従ってお支払い
を完了してください。

Step2
Step3

インターネットで
お支払い完了
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No.
※短期大学記入欄

フリガナ

学　科 学科

太線枠内の必要事項を黒ボールペンで記入し（裏面あり）、選択箇所は○で囲んでください。

氏　名

生年月日 （　　　　才）　

性別 男・女

住　所
都道
府県

〒　　　　　─

連絡先
自宅電話

設　置 高等学校等コード1. 都道府県立　2. 市立　3. 私立　4.その他

1. 全日制　2. 定時制　3. 通信制　4. 高卒認定（大検）　5. その他

1. 普通　2. 商業　3. 総合　4. 工業　5. 英語　6.その他

1. 2021 年 3月卒業見込　　　2.　　　年　　　月卒業

学校名
学校

課　程

学　科

卒業年月

（　　　）　　　－ 携帯電話 （　　　）　　　－

出身学校

郵送先

〒662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町6-42
大手前短期大学 アドミッションズ オフィス
 「総合型選抜入試」係
ＴＥＬ.0798-32-7541

受付日※短期大学記入欄

●封筒は各自でご用意のうえ、必ず簡易書留で郵送してください。（締切日必着）
●特技方式でエントリーする方は、特技の実績などを証明する書類（コピー可）
　を同封してください。
●資格方式でエントリーする方は、資格取得を証明する書類（コピー可）を同封
　してください。
●「長期履修生制度」を志望する方は、右の「長期履修生制度志望」を○で囲み、
　裏面の長期履修生制度の志望理由欄も記入してください。

大手前短期大学総合型選抜入試
2021年度 エントリーシート

□ 総合型選抜入試  課題方式

□ 総合型選抜入試  特技方式

□ 総合型選抜入試  地域貢献方式

□ 総合型選抜入試  資格方式  ※ライフデザイン総合学科のみ
〔取得している資格　　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

方式
□に　

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日生

※写真の裏面に氏名・
　出身学校名を記入

　（縦 4cm×横 3cm）

写真貼付欄

●ライフデザイン総合学科で
長期履修生制度を志望する方
は、以下を○で囲んでください。

長期履修生制度志望

e-mail 　　　　　　　　　　　　　　@
※必ず、otemae.ac.jp からのメールを受信できるようにしておいてください。
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ライフデザイン総合学科希望の方のみご記入ください。

■興味のある資格を選んでください。（複数回答可）

●高校時代（もしくは今まで）に、力を入れたことは何ですか。

●本学を志望する理由は何ですか。

●入学後に取り組みたいことは何ですか。

●将来の夢は何ですか。

●面談時に質問したい内容があれば記入してください。

●ライフデザイン総合学科希望で長期履修生制度を志望する方のみ、長期履修生制度を志望する理由を記入してください。

■興味のあるテーマを選んでください。（複数回答可）
□ビジネス実務
□医療事務

□国際コミュニケーション
□実践英語

□ファッションビジネス
□ブライダル

□建築
□アカデミックブリッジ（編入学を目指すコース）

□インテリア

□色彩検定®2・3級
□介護職員初任者研修
□ダンスセラピー・リーダー

※Excelは、米国Microsoft Corporationの
　米国およびその他の国における登録商標
　または商標です。
※MOS=Microsoft Office Specialistの略
　です。
 

□2級医療秘書 実務能力認定試験
　（全国医療福祉教育協会）
□医師事務作業補助者
　（全国医療福祉教育協会）
□秘書技能検定2級
□ビジネス実務士Ⓝ

□サービス接遇検定
□情報処理士®

□プレゼンテーション実務士®

□TOEIC®Listening & Reading TEST
□TOEFL®テスト
□観光英語検定２・３級
□ブライダルコーディネート技能検定【国】
□ファッションビジネス能力検定2・3級
□ファッション販売能力検定2・3級
□二級建築士【国】
□インテリアコーディネーター
□ ITパスポート【国】
□MOS Wordエキスパート・
　MOS Excel®エキスパート
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