
WEB出願ガイド

■準備するもの

⻑崎純⼼⼤学

■操作の流れ

□ インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマートフォン

□
メールアドレス

WEB出願の登録に必要です。
info@f‐regi.com からのメールを受信できるように、あらかじめ設定してください。

□
プリンター
Ａ4サイズの⽤紙を印刷できるもの。
「 志願票の印刷」参照

□ その他の必要書類
写真、調査書等

公式ウェブサイトの
「WEB出願サイト」へアクセス
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公式ウェブサイトの「WEB出願サイト」へアクセス11
利⽤規約、個⼈情報の取り扱い等をよく読んで出願を開始してください。

22
2ページへ

画⾯はサンプルです
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メールアドレスの登録22
メールアドレスを⼊⼒し、「利⽤規約に同意します」にチェックを⼊れ、
「出願⼿続開始メール送信」をクリックしてください。

画⾯はサンプルです

件名：【長崎純心大学】WEB出願開始URLのお知らせ

test@f‐regi.com 様

長崎純心大学WEB出願開始URLをお知らせします。
https://pay.f‐regi.com/fc/xxxx/admission/xxxxxxxxxxxxx

上記のURLにアクセスしていただき、注意事項などをご確認のうえ、必要情報を入力し、
お手続きを進めてください。上記URLの有効期限は3時間です。有効期限が切れた場合は
再度システム利用申込メールを送信いただき、出願開始URLを取得してください。

【注意】
いったんお支払いされた入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。

入試に関する・・・

画⾯はサンプルです

画⾯・URLはサンプルです

記載されている
出願開始URLに
アクセス
してください

メール受付完了33

で登録したアドレスに「WEB出願開始URLのお知らせ」メールが送信されます。
メール本⽂中にあるURLをクリックしてください（ 出願登録画⾯が開きます）。44

22
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出願するすべての
⼊試にチェックを
してください
※出願期間中の試験種別が
表⽰されます

志願者情報の⼊⼒44
試験種別、⽒名、住所、学校名等を⼊⼒してください。
⼊⼒が終わったら、「次へ」をクリックします。

画⾯はサンプルです

⾼校コードがない場合

都道府県、学校名、設⽴、
学科を⼿⼊⼒（選択）して
ください。

利用選抜

〇〇年〇⽉〇⽇〜〇〇年〇⽉〇⽇（〜23:59） 〇〇年〇⽉〇⽇

〇〇年〇⽉〇⽇〜〇〇年〇⽉〇⽇（〜23:59）
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受験科⽬
※⼀般選抜Aのみ
受験する科⽬を2科⽬選択し
てください

試験会場
※⼀般選抜Aのみ
試験会場を選択してください

志望学科
志望する学科をリストから
選択してください
⼀般選抜、⼤学⼊学共通テスト
利⽤選抜で学科併願を希望する
場合、第2志望・第3志望をリス
トから選択してください。

出願事項の⼊⼒55
出願する志望学科、試験会場等を⼊⼒してください。
⼊⼒が終わったら、「⽀払⽅法⼊⼒へ」をクリックします。

画⾯はサンプルです

利用選抜Ａ

〇〇年〇⽉〇⽇（〇）
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検定料⽀払⽅法の選択66
検定料の⽀払について、いずれかの⽅法を選択してください。
◎クレジットカード、◎コンビニエンスストア、◎銀⾏（Pay‐easy）

⽀払⽅法、検定料の内容を確認したら「確認画⾯へ」をクリックします。

画⾯はサンプルです

クレジットカード⽀払いを
利⽤する場合
こちらに⼊⼒します。
クレジットカードは本⼈
もしくは親族名義のものに
限ります。

内容を確認したらクリック

［画⾯］コンビニエンスストアで⽀払う場合 ［画⾯］銀⾏で⽀払う（Pay-easy）の場合
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⼊⼒内容の確認77
出願内容の画⾯が表⽰されます。内容を確認してください。
内容に変更・訂正がない場合は「この内容で出願する」をクリックします。

画⾯はサンプルです

⽀払⽅法が
クレジットカード→ 7ページ コンビニエンスストア→ 8ページ 銀⾏（Pay‐easy）→ 9ページ

〇〇年〇⽉〇⽇

令和〇年3⽉

〇〇年〇⽉〇⽇（〇）
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⽅法１

をクリックする

※志願票発⾏で、受付番号を⼊⼒する必要があります。
メモを取るか、この画⾯でコピーをしておいてください。

内容確認後、次のいずれかの⽅法で 志願票の印刷 （WEB出願志願票発⾏フォーム）へ進んでください。

⽅法２（11ページへ）

で登録したメールアドレスに送信された
「WEB出願お⽀払い⼿続き完了のお知らせ」に
記載されたURLからアクセスする。

検定料の⽀払い88

クレジットカード⽀払を選択した場合

画⾯・番号はサンプルです

⽀払完了の内容を確認してください

99

22

12ページへ

志願票発⾏フォームへ
or
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検定料の⽀払い88

コンビニエンスストア⽀払を選択した場合

画⾯に表⽰される案内に従い、納⼊⼿続きを⾏ってください。

画⾯・番号はサンプルです

受付番号は 志願票の印刷の際、⼊⼒する必要があります99

※下図はセブンイレブン選択の場合

11ページへ
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検定料の⽀払い88

画⾯・番号はサンプルです

銀⾏⽀払（Pay‐easy）を選択した場合

画⾯に表⽰される案内に従い、納⼊⼿続きを⾏ってください。

11ページへ

受付番号は 志願票の印刷の際、
⼊⼒する必要があります

99
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件名：【⻑崎純⼼⼤学】WEB出願お⽀払い⼿続き完了のお知らせ

純⼼こころ様

⻑崎純⼼⼤学WEB出願のお⽀払い⼿続きが完了しました。

■受付番号：20▮▮0603***********
■お⽀払い⾦額：30,000円

下記に記載されたURLからWEB出願志願票発⾏フォームへアクセスのうえ、
受付番号、志願者⽒名（カタカナ）をご⼊⼒ください。
ご⼊⼒いただいた内容に間違いなければ志願票のダウンロード画⾯に移動しますので、
志願票をプリントアウトし⼊⼒内容をご確認のうえ、写真を貼り付けて出願書類とともに送付ください。

WEB出願終了時間が経過した試験種別については、志願票の表⽰・印刷が出来なくなりますので、ご注意くだ
さい。

https://pay.f‐regi.com/fc/xxxx/admission/application/xxxxxxxxxxxxxx

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

志願者データの漢字が⼀部⽂字化けしている場合には、お⼿数ですが志願票を直接修正願います。
志願票受付時に本学にて対応いたします。

■志願者情報
⽒ 名：純⼼ こころ
カタカナ：・・・

画⾯・URLはサンプルです

URLをクリックし、 志願票の印刷（11ページ）へ

検定料の⽀払い88

⼿続き完了後、 で登録したメールアドレスに「WEB出願お⽀払い⼿続き完了の
お知らせ」メールが届きます。

22

99

※コンビニエンスストア及び銀⾏（Pay-easy）での⽀払いの場合、システムの都合上、
メールが届くまで３時間程度かかる場合があります。

すべての⽀払⽅法に共通
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99 志願票の印刷
WEB出願志願票発⾏フォームで、画⾯に従い志願票を印刷してください。

画⾯はサンプルです

受付番号は
検定料の⽀払いの際、

表⽰された数字を⼊⼒し
てください

88
志願者⽒名は

受験される⽅の⽒名を、
全⾓カタカナで⼊⼒して
ください。

画⾯はサンプルです

ボタンをクリックし、PDFデータをダウンロードしてください。
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99 志願票の印刷
志願票を印刷し、内容を確認してください。

【志願票の訂正について】
• 志願票の⼊⼒内容に誤りがある場合は、該当箇所を⼆重線で消し、余⽩等に正しい
内容を記⼊してください（訂正印不要）。

• 常⽤漢字以外など、表⽰されない⽂字がありますので、同様に訂正をお願いします。
• 出願後（郵送後）、出願内容（志望学科、選択科⽬、試験会場等）の変更は⼀切認
められません。

【印刷について】
• A4サイズの⽤紙に印刷してください。
• 同時出願の場合、試験種別ごとになるため、志願票は複数枚になります。
• ⾼等学校等で印刷する場合は、インターネットに接続されたパソコン等で「WEB出願お
⽀払い⼿続き完了のお知らせ」メール（11ページ）に記載されているURLにアクセスし
て印刷してください。

• コンビニエンスストアで印刷する場合は、ダウンロードしたPDFファイルを利⽤して印
刷してください。印刷⽅法は各コンビニエンスストアの「ネットプリントサービスサイ
ト」でご確認ください。

【写真の貼付】
貼付する写真の裏には、
志望学科と名前を
記⼊してください。

画⾯はサンプルです

〇〇年〇⽉〇⽇（満18才）

20××-01-11 18:03:34

20▮▮062218032859563
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1010 出願書類の送付
志願票は、調査書などの出願書類とともに簡易書留速達扱いで本学へ送付して
ください。

【送付する際の封筒】次のいずれかをご使⽤ください。
・本学所定の出願⽤封筒
・任意の⾓２封筒：WEB出願サイトから印刷したラベル（出願書類送付⽤宛名ラベル）を

貼付してください

⼊学試験出願書類 確認表（WEB出願⽤）

⼀般選抜 A
B

□志願票／写真票
□調査書または⾼等学校卒業程度認定試験合格成績証明書等
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）
□健康診断書（該当者のみ）

共通テスト
利⽤選抜

A
B

□志願票／写真票／共通テスト成績請求票
□調査書または⾼等学校卒業程度認定試験合格成績証明書等
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）
□健康診断書（該当者のみ）

同時出願
⼀般選抜
共通テスト

利⽤

□【⼀般⽤】志願票／写真票
□【共通テスト⽤】志願票／写真票／共通テスト成績請求票
□調査書または⾼等学校卒業程度認定試験合格成績証明書等
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）
□健康診断書（該当者のみ）

推薦選抜 公募推薦
指定校推薦

□志願票／写真票
□調査票
□推薦書
□志望理由書
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）

AO選抜 1期・2期
3期・4期

□志願票／写真票
□AO出願票
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）

社会⼈選抜 A
B

□志願票／写真票
□卒業証明書
□志望理由書
□履歴書
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）
□健康診断書

私費外国⼈
留学⽣選抜

A
B

□志願票／写真票
□成績証明書
□推薦書
□志望理由書
□⼊学資格証明書
□履歴書
□住⺠票と在留カードのコピー（該当者のみ）
□⽇本留学試験または⽇本語能⼒試験の成績
□⼊学後の収⽀計画
□返信⽤封筒（⻑3封筒に志願者の郵便番号・住所・⽒名を記⼊し、84円切⼿を貼付）
□健康診断書


