
　　　 をすべて期限内に完了することによって、出願が正式に受理され受験票が発行されます（出願登録・入学検定料の支
払い・出願書類提出のいずれかが行われなかった場合は、出願が受け付けられません）。
出願期限については、各募集要項にて「出願期間」を十分に確認の上、できるだけ余裕をもって出願してください。

尼 崎
キャンパス

〒661-0976 
兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号
TEL:06-6496-4120（入試課 直通）
TEL:06-6498-4755（代表）

三 木
キャンパス

〒673-0521 
兵庫県三木市志染町青山1丁目18番
TEL:0794-85-2288（代表）

神戸山手
キャンパス

〒650-0006 
兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号
TEL:078-341-6060（代表）

メールアドレスには「入学検定料の支払い完了の通知」等、重要なご連絡をします。
確実に確認ができるメールアドレスで設定してください。注 意

パスワードは半角英数字（混在）8文字以上で設定してください。
パスワードは2回目以降の出願時にも必要となりますので大切に保管してください。注 意

　初回登録の方は、関西国際大学「入試情報」にアクセスしていただき、「WEB出願」→「マイページ」をクリックします。

　メールに記載されているURLをクリックするとアカウントの新規登録画面に移動します。必須項目を入力いただき「確認画面へ進む」
ボタンをクリックします。

　登録内容を確認します。内容が正しければ「登録する」ボタンをクリックします。これで登録完了です。

出願登録前にはマイページの登録が必要です。

マイページに
直接アクセスする
場合はこちら

https://www.kuins.ac.jp/admission.html

■任意の角形2号封筒（240㎜×332㎜）を用意して出願提出書類を入れてください。

■角形2号封筒に「封筒貼付用宛名シート」をはがれないようにしっかり貼り付けてください。
配送中に「封筒貼付用宛名シート」がはがれると無効になりますので十分注意してください。

■簡易書留速達で郵送してください。

■「封筒貼付用宛名シート」を切り取り線に沿って、切り取ってください。

■その他必要書類は各募集要項をご確認ください。

必要書類

■マイページにログインして入学願書、封筒貼付用宛名シート等をダウンロードし、ページの拡大・縮小はせずにA4・カラーで印刷
してください。

■受験票は試験当日、持参してください。

9～1
注 意

入学願書 封筒貼付用宛名シート 受験票

　「初めてのご利用の方はこちらから登録」ボタンをクリックします。次にメールアドレスを入力して「確認メールを送る」ボタンをクリック
します。入力したメールアドレス宛に確認メールが届きます。

関西国際大学　入試情報

　確認メールに記載されている「本登録URL」をクリックして登録に進みます（受信から24時間以内にアクセスしてください）。

　利用者情報で登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「マイページ」にログイン。マイページから出願登録（出願期間のみ登
録可）を行ってください。

2021年度  関西国際大学  入学願書

ホームページ

https://www.kuins.ac.jp/

はじめに1

出願書類をプリントアウト8

出願書類を郵送9

登録メール確認（仮登録）2

利用者情報の入力3

利用者情報登録完了4

本学に出願するには、受験生専用の会員サイト「マイページ」への登録が必要となります。
マイページに個人情報を入力した上で、WEB出願へ移行いたします。

※スマートフォンやタブレットからも登録可能です。

マイページの登録方法



1関西国際大学「入試情報」にアクセス。
2「WEB出願」をクリックして「マイページ」を開く。
3利用者情報で登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「マイページ」にログイン。
　 画面の指示に従って出願内容を登録してください。

■出願登録の際の顔写真のアップロードは、PCもしくはデバイス端末内のデータを参照しアップロードを行います。
事前に顔写真を撮影しておきますとスムーズに出願登録を行うことができます。

■スマートフォン、タブレット等の端末で写真アップロード時にブラウザが強制終了する場合は、端末のメモリ不足が考えられます。
写真がアップロードできない場合はPC等の別端末でご利用ください。

ローソン
ミニストップ ファミリーマート デイリーヤマザキ セイコーマート

WEB画面に表示された
「受付番号」をメモ
Loppi（ロッピー）

「申込券」発券 「Famiポート申込券」発券
発券から30分以内にレジで支払い 発券から30分以内にレジで支払い レジで支払い

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「受付番号」を
入力

「お申込みした電話番号」を
入力

「代金支払い」
ボタンを押す

番号を
入力

「第1番号」
（企業コード20020）を

入力

「第2番号」
（注文番号12桁）を入力

レジで支払い

Famiポート

WEB画面に表示された
「お支払い受付番号」をメモ

または
「インターネット支払いバーコード」の

画面を印刷するか提示

WEB画面に表示された
「オンライン決済番号」をメモ

または
「コンビニ決済完了メール」の

画面を印刷するか提示

WEB画面に表示された
「第1番号」「第2番号」をメモ

出願登録した翌日の23：59まで（出願登録期限日に出願登録した場合は当日の23：59まで）に、上記の通り入学検定料を
お支払いください。上記の支払い期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料支払いができなくなります。注 意

ペイジー（銀行ATM）

ペイジー（ネットバンキング）
※収納機関番号、お客様番号、確認番号を控え、各自で支払い方法を確認し入学検定料を支払ってください。

ペイジー対応の
銀行ATMを利用 「税金・各種料金（ペイジー）」を選択 収納機関番号、お客様番号、

確認番号を入力
支払い方法を選択

（現金またはキャッシュカード） 支払い

※金融機関によって手順や文言が異なる場合があります。※コンビニ設置のATMはご利用いただけません。

入試種別の選択
■出願を志望している入試種別の出願期間をご確認ください。
　※出願期間外の出願登録はできませんのでご注意ください。
■出願可能な入試が表示されますので、出願したい入試方式（日程）を選択してください。

試験日・志望学部・試験会場の選択
■出願可能な試験日と志望学部を選択してください。
　試験日が2日間ある場合、1画面で両日とも登録できます。
■学内併願を希望する方は、志望するすべての入試種別で学部を選択してください。

顔写真のアップロードに使用する写真は以下の内容となります。

服装自由／上半身正面／脱帽／背景無地／カラー写真／3ヵ月以内に撮影

以上の条件にそぐわない、また本人特定が困難な写真の場合は、再アップロードのお願いをする
場合がございます。その旨、ご了承ください。

志願者情報（氏名・住所等）の入力
■入力した内容（特に生年月日・電話番号・住所）に誤りがないか、十分に確認してください。
　志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

支払い方法の選択

■顔写真（3ヵ月以内に撮影）は入試当日に本人確認用として使用しますので、
　必ずアップロードしてください。
　（※顔写真のアップロードがうまくできない場合は本学入試課までご連絡ください。）

「コンビニ決済」「ペイジー」を選択 「クレジットカード」を選択

カード情報を入力し、決済完了「支払番号確認」に支払いに必要な番号
が表示されます。　 の支払い時に必要
ですので、必ずメモしてください。

支払番号
確認画面

コンビニ決済
※以下のコンビニエンスストアで、お支払いいただけます。

7

※実際の画面とは異なる場合があります。

出願登録（マイページ登録済の方はこちらから）5 顔写真のアップロード6

入学検定料を支払う7

顔写真のアップロード6

入学検定料を支払う7

出願書類をプリントアウト8
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