
インターネット出願の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。
必要書類※は、発行まで時間を要する場合があります。
早めに準備を始め、出願前には必ず手元にあるように
しておいてください。

証明書

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

インターネット
出願サイト https://e-apply.jp/ds/nagoya-gs/

https://www.nagoya-u.ac.jp/
または、

からアクセス

②メールアドレスの登録を行って
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
　初期パスワードと
　本登録用URLが届きます。

事前準備

マイページの登録

インターネット出願サイトにアクセス

（顔写真データ）

③ユーザー登録画面から
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑤ログイン画面から
　登録したメールアドレスと④で
　届いた『初期パスワード』にて
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
　行ってください。

⑧個人情報を確認して
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑦表示された個人情報を入力して
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

事前準備 出願サイトに
アクセス

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

出願
完了

マイページの
登録

必要書類の
郵送

受験票の
印刷

仮登録メールを送信

この内容で登録する次へ

大学ホームページ

①初めて登録する方は
　　　　　　　　　　  から
　ログインしてください。

※＠e-apply.jpのドメインからのメール
　を受信できるように設定してください。

マイページ登録

STEP 7STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

※必要書類… 顔写真データ、各種証明書（※詳細は各研究科学生募集要項参照）

ログインページへ

ログイン



画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

①マイページログイン後の
    　　　          　　ボタン
　から登録画面へ

③入試区分と留意事項の確認 ④出願専攻等の選択

⑤顔写真のアップロード

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ペイジー対応銀行ATMの場合

払込票番号
メモ（13桁）

セブン-イレブンの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

収納機関番号
（5桁）

お客様番号
メモ（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」または「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンス
ストアまたはペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。

出願内容の登録

5 8 0 2 1 ※収納機関番号は、ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

⑥個人情報（氏名・住所等）の
　入力

⑦出願内容の確認 ⑧申込登録完了

●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑨入学検定料の支払い方法

⑨登録完了となります。
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
　マイページ登録は完了です。
※出願受付中の場合のみ、　　　　　　　　　　　　 ボタンをクリックすると出願手続に進めます。
　出願受付期間外の場合は、これより先に進めませんので　　　　　　　  ボタンをおしてください。

出願手続きを行う
ログアウト

⑩出願に必要な書類PDF
　（イメージ）
※検定料納入後に出力可能となります。

入学検定料支払い後は、登録内容の修正・変更ができませんので、入学検定料支払い前に必ず登録内容を確認し、誤りがあれば、再度登録してください。

※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。

出願手続きを行う

マイページへ

 ボタンをクリックし
写真を選択します。

 ボタンを
クリックすると志願票、写真票、宛名シート
が確認できます。

 ボタンを
クリックし検定料のお支払い画面へ。

志願票（サンプル） 引き続き支払う

samp
le

写真選択へ

②研究科の選択

お支払い期限は申込日を含め4日間
です。ただし、Web出願締切がそれよ
りも早く到来する場合、Web出願締切
が期限となります。



入学検定料の支払い

セブン-イレブン ローソン
ミニストップ ファミリーマート セイコーマート Pay-easy

利用ATM
デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストアー

クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

コンビニエンスストアでの支払い ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

Loppi マルチコピー機またはFamiポート ペイジー対応銀行ATM店頭レジ店頭レジ

マルチコピー機
または
Famiポート

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。

出願内容の登録後に表示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。

ネットバンキングでの支払い
出願内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融
機関のページへ遷移しますので、画面の指示に
従って操作し、お支払いください。

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

店頭レジ

レジで検定料を現金で支払う※

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。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、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。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

ご利用明細書を
必ず受け取る

支払い内容確認

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

レジで検定料を
現金で支払う※

銀行ATM

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

「代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）」

を選択

お支払い期限は申込日を含め4日間です。
ただし、Web出願締切がそれよりも早く到来する場合、Web出願締切が期限となります。



出願登録、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を全てカラー印刷し、その他の必要書類と併せて出願
期間内に郵便局窓口から「書留速達郵便」で郵送してください。 

1回の出願登録につき各1部必要です。出願に必要な書類は学生募集要項を参照してください。

※一旦受理した入学検定料・必要書類は学生募集要項で明記しているものを除き一切返却しません。

出願はインターネット出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送して完了と
なります。インターネットでの登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を
受理できませんので注意してください。
それぞれの期限は各研究科の学生募集要項を参照してください。
インターネット出願は24時間可能です。必要書類の郵送は各募集要項で定められた時間内に行ってください。ゆとりを持った出願を心が
けてください。

必要書類の印刷と郵送

■出願書類

〈出願完了〉

出願時の
注意点

出願書類の郵送先は宛名シートに自動で印字されます。
出願書類提出用宛名シート

市販の角形2号封筒（24㎝×33.2㎝）
に貼り付けて作成

履歴書
など

写真票志願票

証明書

●インターネット出願サイトから印刷する書類

募集要項を必ず確認してください

●出身大学等に発行を依頼する証明書

●本学研究科のホームページからダウンロードし、
　作成する書類

出願を受け付けた後、受験票の印刷が可能になりましたら、出願時に登録
されたメールアドレスへ通知します。メールが届かない場合でも、試験前日
までにインターネット出願サイトにログインし、各自でＡ４用紙にカラー
片面印刷をして試験当日に持参してください。

受験票の印刷

受験票
氏名：○○○○
入試：×××入試

STEP

7

出願に必要な書類



Web Application Flow
The web application flow is as follows. 

Certificates

Follow the instructions on the screen to enter the required information and register for MyPage. 
If you have already registered MyPage, please proceed to STEP4.

https://e-apply.jp/ds/nagoya-gs/

https://www.nagoya-u.ac.jp/

② Register your email address ④ The initial password and URL
for main registration will be
sent to the e-mail address.

Preparation

MyPage Registration

（Photo data）

⑤ On the login screen, enter the
registered e-mail address and
the "initial password" you 
received  in ④, and click 

             . 

⑥ Change from the initial
password to new password.

⑧ Confirm the personal⑦ Enter the required personal
information and click

.

Access
the Application
Site

Pay the
Examination
Fee

CompletionRegister 
MyPage

Send
Required
Documents

Print the
Examinee's
Card

and click  
  Submit a temporary registration e-mail    .

③ Click .

information you entered and
click  To register in this content .Next

From the  
application site

or

University
website

① If you register MyPage
for the first time,
please login from

      .   My Page registration  

STEP 7STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

Prepare a computer and printer connected to 
internet (smartphone and tablet are not recommended). 

Prepare *required documents well in advance before 
application since it may take time to obtain them.

*Required documents: ID photo data, certificates etc.
For details, please check the application guidelines for the

graduate schools you wish to enter.

 Go to Login　　　　　           

Login　　　  

 * Please check your e-mail settings as well
    to ensure that you are able to receive

e-mails from @e-apply.jp domein.

Preparation
Register the 
Application
Forms

Access the Application Site

by Post



A confirmation e-mail will be sent to you after you have completed the registration of your application. If you have set 
restrictions on receiving e-mails, please allow the sender (@e-apply.jp) . 
*Please note that the confirmation email may be sent to your junk folder.

① Login to MyPage and ③ Select the entrance
exam to take and read
the important notes.

④ Choose which major to
apply for.

At Lawson, Mini Stop, FamilyMart,  ATMs with  Pay-easy

Payment slip
number (13 digits)

Online settlement
number (11 digits)

Confirmation
number (6 digits)

receiving institute
number (5 digits)

Customer
number (11 digits)

At Daily Yamazaki, SeicoMart

If you choose to pay the examination fee at a convenience store or a bank ATM that supports 
Pay-easy, please make sure to write down the necessary payment number displayed after 
selecting the payment method, and pay the fee at a convenience store or bank ATM within the 
notified payment deadline.

Register the Application forms

5 8 0 2 1  At ATMs with Pay-easy

⑥ Enter the required
personal information.

⑧ Application registration is

click  Carry out the application procedure     ,
then go to the registration
screen.

⑨ Registration is completed.
     Click    To My Page .

⑦ Confirm application form.
You can check the
application form by clicking

Application Form (sample)  .

completed.
Click  Continue to pay   to 
proceed the examination 
fee payment screen.

samp
le

Make sure to confirm to procedures and  notes on the screen page, and enter required information.

② Select your graduate
school.

⑤ Upload ID photo data 
and click  To choose photo
to select a photo.

⑨ How to pay the examination 
   fee ⑩ PDF documents are

required for application (image).

⑪ Printing will be available after payment
of the examination fee.
These are required to submit as well as 
required documents.   

At Seven Eleven

⑩ When the above is displayed,
MyPage registration is complete.

⑪ During the application period, click  Carry out the application procedure     to continue the application procedure. 
Outside of specified periods, you cannot proceed any further, so click     Log out  to logout.

● Convenience stores*
● ATMs with Pay easy*
● Internet banking*
● Credit card 

 * Only available in Japan

After the examination fee has been paid, you will not be able to correct your application 
contents. Please check your application contents before paying the examination fee. If 
there are any errors, please register again from Step 3.
*Please note that if you select credit card in "⑨How to pay the examination fee”, the
payment will be completed at the same time as resigtration.

Payment is due within 4 days including
the date of application. However, if the
Web application deadline falls earlier
than that, the payment deadline will be
the  Web application deadline.



5

(Only in Japan)
(Only in Japan)

(Only in Japan)



*The examination fee and necessary documents that have been received will not
be returned in any way except for those specified it in the application guidelines.

Your application will be completed only after you complete the 
web application, pay the examination fee, and send by post the 
required documents by the deadline.
Please make sure to check the deadline in the application guidelines.

〈 Application Completion 〉

Note for
Application

The mailing address of your application will be automatically 
printed on the Address Sheet. When sending from overseas, 
do not use this sheet.

Attach the sheet to a 
commercially available Kaku 2 
envelope (24cm x 33.2cm).

When the application is accepted and the examinee's  registration 
card is able to be printed, you will be notified it through the e-mail 
address you have registered. If you do not receive the e-mail, please 
login to the Web application site by the day before the examination, 
print the card out on an A4 paper, single-sided in color, and 
bring this with you on the day of the examination.

Print the Examinee's  Registration Card

The Examinee's  
Registration 

Card
Name：○○○○

Examination
：××××× 

STEP

7

Print the documents downloadable in color after the completing and paid your application and 
send them from post office by registered express mail (書留速達郵便）along with other required 
documents. If you are from outside Japan, send them by tracked post (EMS etc.) within the 
application period.

Send Required Documents

Required documents

Address sheet for submitting
your application

If the application 
guidelbook specify 
other submission 
methods, please 
follow it. 

Certificates

 by Post

■Documents to be printed from the web applicaton
■Documents to be downloaded from the Graduate School WEB site

and prepaed
■Certificated issued by

your garaduated universities

Application
Form

Resume etc.

One copy is required for each application registration. 
Please refer to the application guidelines for the required 
documents.




