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検定料⽀払サイト及び操作に関する
お問い合せ先 

 ⼊試に関するお問い合わせ先 

「学び・教育」出願・申込サービス
サポートセンター 

( 運⽤会社 : 株式会社ディスコ ) 
TEL：0120-202-079 

 富⼭⼤学 ⼊試課 
TEL：076-445-6100  
( 受付時間：⽉〜⾦ 9:00〜17:15 )  
E-Mail: nyusi-2t@adm.u-toyama.ac.jp 
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事前準備 
 

書類等 摘 要 
パソコンの利⽤環境 ⼊学検定料⽀払サイトの利⽤には次のWeb ブラウザを使⽤してください。 

・Microsoft Internet Explorer 11 以降 
・Microsoft Edge 最新版 
・Google Chrome 最新版 
・Mozilla Firefox 最新版 
・Apple Safari 最新版 

※ ブラウザのタブ機能を使⽤して，複数のタブで同時に申込操作を⾏うと，
選択した内容が他のタブに引き継がれてしまう等の不具合が発⽣する場合
があります。複数タブでの同時申込操作は控えてください。 

※ スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は，閲覧などは可能です
が，推奨環境ではありませんので⼀部の端末画⾯からは正常に表⽰されない
場合もあります。また，印刷機能を必要としますので，パソコンを利⽤して
ください。 

ＰＤＦ表⽰・印刷ソフト
ウェア 

収納証明書(PDF)の表⽰・印刷にはアドビシステムズ社が配布している 
Adobe Acrobat Reader DC（無償）が必要です。 

メールアドレス ⽀払い⼿続きにはメールアドレスが必要となりますので，事前にメールアド
レスを⽤意してください。 

なお，ドメイン指定受信を設定されている⽅は，次のドメインからのメール
を受信できるように設定を追加してください。 

@e-apply.jp 
スマートフォン・携帯電話の通信会社から発⾏されるメールアドレスを登録

される⽅は，各通信会社の迷惑メールフィルターの解除⽅法に従って，@e-
apply.jp からのメールが届くように設定してください。 

プリンター 収納証明書（PDF）を出⼒するため，Ａ４普通紙に印刷することができるカ
ラープリンターが必要です。 

印刷⽤紙(普通紙・PPC ⽤紙・OA 共通⽤紙・コピー⽤紙等)とともに⽤意し
てください。 
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STEP１ ⼊学検定料⽀払サイトへアクセス 

https://e-apply.jp/n/toyama-gs-payment/ 

 

 

  

こちらをクリック 
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STEP２ ⽀払内容の登録 
画⾯の⼿順や留意事項を必ず確認してください。 
途中で中断した場合は，後で続きを⼊⼒することはできません。 
同⼀ページ内で，⻑時間（約 60 分）⼊⼒しなかった場合，サーバとの接続が切断され，⼊⼒データが失わ

れますので，登録の際はご注意ください。 
 
① 志望先の⼊試区分を選択してください。 
  編⼊学試験志願者    → 「編⼊学試験」を選択してください。 

⼤学院⼊試４⽉⼊学志願者  → 「⼤学院⼊試（４⽉⼊学）」を選択してください。 
⼤学院⼊試 10 ⽉⼊学志願者  → 「⼤学院⼊試（10 ⽉⼊学）」を選択してください。 

 
 
⼊試区分を選択後，志望学部・⼤学院によって⼊⼒項⽬が異なります。画⾯の⼿順に従い，次のとおり学部学

科，専攻・コース，受付区分の登録を⾏ってください。 
  【編⼊学試験】 

 

⼈⽂学部，⼯学部志願者は，
コースを選択してください。 

⼯学部志願者は，推薦⼊試⼜は⼀
般⼊試を選択してください。 
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【⼤学院⼊試】 

 

② 志願者情報，住所，電話番号・メールを⼊⼒してください。 

◆⼊⼒項⽬ 

⽒名（必須） フリガナ，漢字⽒名を⼊⼒してください。漢字，カタカナで記述でき
ない場合はアルファベットで⼊⼒してください。アルファベットで⼊
⼒する場合は，パスポートと同じ名前を⼊⼒してください。 

性別（必須） ― 
⽣年⽉⽇（必須） ― 
⽇本国内／⽇本国外（必須） 住所が⽇本国内か⽇本国外か選択してください。 
住所（⽇本国内） 上記で「⽇本国内」を選択した場合は，本項⽬に現住所を⼊⼒してく

ださい。⼊学願書に記載した住所を⼊⼒してください。 
海外住所 上記で「⽇本国外」を選択した場合は，本項⽬に住所を⼊⼒してくだ

さい。⼊学願書に記載した住所を⼊⼒してください。 
電話番号（必須） 固定電話がない場合は，携帯番号を⼊⼒してください。 
携帯番号 上記「電話番号」で携帯番号を⼊⼒した場合は，⼊⼒の必要はありま

せん。 
メールアドレス（必須） メールアドレスが間違っている場合，登録完了後にメールが届きませ

んので，間違いがないように注意してください。メールの受信制限し
ている場合は，送信元（@e-apply.jp）からのメールを受信できるよう
に設定を追加してください。※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。 

個⼈情報保護⽅針（必須） 個⼈情報取扱⽅法を事前に確認し，承諾の上，チェックを⼊れてくだ
さい。 

 

志望する区分を選択してください。 
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③ ②で⼊⼒した内容を確認してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りがあった場合は，「戻る」を
選択してください。②の画⾯に
戻りますので正しい内容に修正
してください。 

誤りがない場合は， 
こちらをクリック 

＊＊＊＊＊＊＊@u-toyama.ac.jp 
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④ 受付番号の発⾏ 
登録が完了すると，12 桁の受付番号が表⽰されるのでメモを控えておいてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

STEP３ ⼊学検定料
の⽀払いへ 
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また，登録完了後，登録したメールアドレスに次のメールが届きます。 

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【⼊学検定料⽀払サイト】／[e-apply payment of entrance examination fee]富⼭⼤学
⼤学院（収納） 検定料 ⽀払⼿続きのご案内／Notice of Payment Information 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
このたびは、⼊学検定料⽀払サイトのお申込みをいただき、誠にありがとうござい
ます。 
お申込みを受付けましたので、お知らせいたします。 
Thank you for using payment of entrance examination fee 
This message is to inform that your request has been received successfully. 
 
■注意 
お⽀払いはまだ完了しておりません。 
ご注意ください。 
* Note 
Please be aware that your payment of the entrance examination fee has not yet been 
completed. 
 
受付番号は、⽀払い登録以降、本サイトを利⽤する際に必要となります。 
本メールは⼊試が終了するまで⼤切に保管してください。 
 
 
■⽀払期限／ Payment deadline 
2020-04-04 23:59:59まで 
 
 
■受付番号／ Receipt number 
220814772867 
 
 
お⽀払い及び申込内容のご確認はこちらからお進みください。 
To make your payment or review your request , visit: 
https://rehearsal.e-apply.jp/n/toyama-gs-payment/login/220814772867 
 
-------------------------------------------------------------- 
■お申込みについてのお問合せ 
運⽤会社：株式会社ディスコ 
「学び・教育」出願・申込サービス サポートセンター 
TEL：0120-202079（受付時間：⽉〜⾦ 10:00〜18:00） 
E-Mail：cvs-web@disc.co.jp 
-------------------------------------------------------------- 
=====================================================
=========== 
* For questions or inquiries about online application: 
Techinical Assistance Center, Disco Inc. 
Email: cvs-web@disc.co.jp 
For inquiries regarding the admissions, please check  the application guidelines.  
=====================================================
=========== 
 

 
 
 

  



9 
 

STEP３ ⼊学検定料の⽀払い 
画⾯に従い，⼊学検定料を⽀払ってください。 
⽀払期間は，⽀払内容の登録が完了した⽇から４⽇間です。出願期間締切⽇まで３⽇以内の場合，出願締切
⽇が⽀払期限となります。⽀払期間を過ぎた場合は登録が無効となりますので，STEP２の⽀払内容の登録に
戻り，はじめからやり直してください。 
 
① ログイン 

⼊学検定料⽀払サイト https://e-apply.jp/n/toyama-gs-payment/  

受付番号，⽣年⽉⽇，登録したメールアドレスを⼊⼒し，ログインしてください。 
◆⼊⼒項⽬ 

受付番号（必須） STEP２の④で表⽰される12桁の受付番号を⼊⼒してください。 
⽣年⽉⽇（必須） STEP２で登録した志願者の⽣年⽉⽇を⼊⼒してください。 
メールアドレス（必須） STEP２で登録した志願者のメールアドレスを⼊⼒してください。 

 

② お⽀払い内容の確認 

こちらをクリック 
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⽀払⾦額を確認したら，「お⽀払い⼿続きへ進む」ボタンを押してください。 
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③ 決済情報の確認 
希望するお⽀払い⽅法を選択し，次の⼿続きに進んでください。⽀払⽅法を選択すると，⽀払い⼿続きの

詳細が表⽰されます。 

 

 

  

希望する⽀払⽅法を
選択し，クリックす
る。 
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以下を参考に，選択した⽀払い⼿続きを⾏ってください。 
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また，⽀払い後に，登録したメールアドレスに次のメールが届きます。 
 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 【⼊学検定料⽀払サイト】／[e-apply payment of entrance examination fee]富⼭⼤
学⼤学院（収納） 検定料 ⽀払完了のご案内／Notice of Completion of Entrance 
Examination Fee Payment  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
このたびは、⼊学検定料⽀払サイトのお申込みをいただき、誠にありがとうござい
ます。 
検定料のお⽀払いを確認いたしましたので、お知らせいたします。 
Thank you for using payment of entrance examination fee. 
This message is to inform that your entrance examination fee payment has been 
completed successfully. 
 
■注意 
全ての書類が⼤学に到着した時点をもって出願⼿続完了となりますので、ご注意く
ださい。 
* Note 
Application procedures are not complete until all of your application materials  
have been received by the university. After completing the entrance examination fee 
payment,  
please follow the instructions given by the school to complete the entire application  
process. 
 
■受付番号／ Receipt number 
220814772867 
 
以下のURLから申し込み内容を必ず確認のうえ，収納証明書を印刷し，必要書類と
ともに⼤学へ提出してください。 
なお、試験⽇以降は確認及び印刷は出来ません。 
Print out the completed receipt and send it to the university along with other  
required materials. To review your receipt: 
https://rehearsal.e-apply.jp/n/toyama-gs-payment/login/220814772867 
 
出願⼿続きに必要な書類、送付期⽇、送付先につきましては富⼭⼤学の⼤学院⼊試
または編⼊学試験のウェブサイトよりご確認ください。 
【⼤学院⼊試】 
https://www.u-toyama.ac.jp/admission/graduate/index.html 
【編⼊学試験】 
https://www.u-toyama.ac.jp/admission/transfer/index.html 
 
-------------------------------------------------------------- 
■お申込みについてのお問合せ 
運⽤会社：株式会社ディスコ 
「学び・教育」出願・申込サービス サポートセンター 
TEL：0120-202079（受付時間：⽉〜⾦ 10:00〜18:00） 
E-Mail：cvs-web@disc.co.jp 
-------------------------------------------------------------- 
=====================================================
=========== 
* For questions or inquiries about online application: 
Techinical Assistance Center, Disco Inc. 
Email: cvs-web@disc.co.jp 
For inquiries regarding the admissions, please check  the application guidelines.  
=====================================================
=========== 
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STEP４ ⼊学検定料「収納証明書」の印刷 
⼊学検定料を⽀払後，⼊学検定料⽀払サイトにログインし， 
「収納証明書」を印刷してください。 

⼊学検定料⽀払サイト https://e-apply.jp/n/toyama-gs-payment/ 
 
① ログイン 

 
受付番号，⽣年⽉⽇，登録したメールアドレスを⼊⼒し，ログインしてください。 
◆⼊⼒項⽬ 

受付番号（必須） STEP２の④で表⽰される12桁の受付番号を⼊⼒してください。 
⽣年⽉⽇（必須） STEP２で登録した志願者の⽣年⽉⽇を⼊⼒してください。 
メールアドレス（必須） STEP２で登録した志願者のメールアドレスを⼊⼒してください。 

  

こちらをクリック 
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② 「収納証明書（PDF）の表⽰」ボタンを押して，「収納証明書（PDF）」をダウンロードしてください。 

 
   収納証明書 

 

 

  

切り取り線に沿って切り
取り，本学所定の台紙に
貼り付けてください。 
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STEP５ 出願書類の提出 
STEP４で印刷した「収納証明書」及び他の出願書類と併せて出願期間内に届くように書留速達郵便で送付

してください。 
※出願書類及び郵送先は学⽣募集要項を参照してください。 

編⼊学試験  https://www.u-toyama.ac.jp/admission/transfer/index.html 
⼤学院⼊試  https://www.u-toyama.ac.jp/admission/graduate/index.html 
 

 
出 願 完 了 


