
本紙をご覧になる方へ
＊本紙は、操作方法に不安がある方向けのマニュアルです。
＊本紙をご確認いただくのは、出願において必須ではありません。
但し、「募集要項」「出願の手引き」は必ずご確認ください。
（本校HPのトップ画面上段「入試関連情報」からも確認いただけます。）
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はじめる前に

①メール受信の設定をご確認ください。
今後、各種通知がメールで届きます。
PCメールや登録していないメールアドレスからのメール受信を拒否している方は、受信が
できるように設定をお願いいたします。
◆送信予定の可能性のあるアドレス
1. sho@mail2.sagami-wu.ac.jp 2. no-reply@seed.software

②2020（令和2）年度以降のイベント予約経験者はP.5から始めてください。
2020年度以降開催の予約必須イベントに1度でもお申込みいただいたことがある方は、
既にアカウントをお持ちですので再登録の必要はありません。
5ページにお進みください。

https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/admission/requirements/
https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/wp/wp-content/uploads/2021/06/0dc97f27572645032068841a0b4f4a36.pdf
https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/
mailto:sho@mail2.sagami-wu.ac.jp
mailto:no-reply@seed.software


下記から、マイページ登録（SEED新規会員登録）の画面に進む

【1】マイページ登録
（相模女子大学小学部Web出願システム「SEED」新規会員登録）

登録ページ
https://seed.software/mail_auth?school_code=sagami_pr
※本校HPのトップ画面 上段「入試関連情報」の「SEEDマイページ登録（初回登録）は
こちら」の「こちら」からも該当ページに進めます。

＊登録ページ以外からもマイページ登録はできます。（出願画面など）
その場合は、該当ページに出てくる「新規登録」ボタンを押してください。
但し、その後の画面が少し違う場合がありますのでご了承ください。

2020年度以降開催の予約必
須イベントに1度でもお申込みい
ただいたことがある方は、既にアカ
ウントをお持ちですので再登録の
必要はありません。
5ページにお進みください。

P.1

https://seed.software/mail_auth?school_code=sagami_pr
https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/


● 仮登録時に届くメール

登録したメールアドレス

P.2



● 登録者情報 入力画面

登録時のメールアドレスとパスワードは、
出願から合否の確認、手続きまで使い
ます。
必ずどこかに控えておいてください。

P.3



● SEED 登録完了画面

●マイページ登録完了時に届くメール

登録したメールアドレス

P.4



下記から、相模女子大学小学部のWeb出願システム（SEED）のログイン画面に進む。

ログインページ 下記のいずれかからお進みください。
◆本校HPのトップ画面 上段「入試関連情報」下にある「入学試験の出願はこちら」から
◆右URL https://seed.software/login?school_code=sagami_pr
◆下記、二次元バーコード

【2】①出願情報入力
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

2020年度以降開催の予約必
須イベントに1度でもお申込みい
ただいたことがある方は、このペー
ジからスタートしてください。

＊ログインページ以外からもログインはできます。（出願画面など）
その場合は、該当ページに出てくる「ログイン」ボタンを押してください。
但し、その後の画面が少し違う場合がありますのでご了承ください。

P.5

https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/
https://seed.software/login?school_code=sagami_pr


ログイン後に、左側メニューの「入試日程一覧」を押してしてください

【2】①出願情報入力
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

● パソコンから出願する場合

● スマートフォンから出願する場合

P.6

相模 櫻

相模 櫻

第1回



P.7



次ページへ続く

「保存機能」があります。
途中で入力を中断する場合は、
24ページをご覧ください。

P.8



次ページへ続く

前ページからの続き
P.9



次ページへ続く次ページへ続く

前ページからの続き
P.10



次ページへ続く

前ページからの続き
P.11



次ページへ続く

前ページからの続き
P.12



クレジットカードでお支払い

次ページへお進みください。

前ページからの続き
P.13

517円

517円）

★注意★
面接日程枠は他の方の出願状況によ
って変わります。
そのため
①途中保存はできません。（入力を
再開した時には埋まってしまっている場
合があります。）
②入力時に選択ができても、出願時
には予約が出来ず、選択（入力）画
面に戻る場合があります。

最終的な出願ができるまで予約は確
定しませんので、ご注意ください。

検定料の支払い

ペイジーでお支払い

17ページへお進みください。



【2】①出願情報入力
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

● 検定料の支払い方法入力画面

P.14

★注意★
検定料支払いを「ペイジー」で行う場
合は、17ページにお進みください。



P.15

相模 櫻

さがみ さくら



● 出願完了後に届くメール

登録したメールアドレス

P.16

相模 櫻

さがみ さくら

出願はここで完了です。
上記メールの「学校からのお知らせ」を確認のうえ、下記を対応ください。
・受験票の印刷（操作方法参考： 本紙25ページ【3】受験票発行）
・親子事前面接の受験
・試験時間の確認（操作方法参考：本紙28ページ【4】試験日の受付時間の確認）
・試験の受験

mailto:no-reply@seed.software


【2】①出願情報入力
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

P.17

★注意★
検定料支払いを「クレジットカード」で
行う場合は、14ページにお戻りください。

● 検定料の支払い方法入力画面



P.18

相模 櫻

さがみ さくら



● 出願内容入力後に届くメール①
「振込先情報」「今後の流れ（詳細）」をメールでお知らせします。

P.19

登録したメールアドレス

相模 櫻

さがみ さくら

★注意★
・ペイジーでのお支払いは、金融機関の営業日（時間）によって、決済完了まで時
間がかかります。
・出願締め切りまで、もしくは、それよりも早く面接日程が来る場合は面接日時までに、
決済完了までお済ませください。
・決済が完了しないと、受験票は発行できませんのでご注意ください。
※面接日・試験日までに受験票が発行できない場合は、その旨受付にお申し付けく
ださい。

mailto:no-reply@seed.software
https://www.veritrans.co.jp/payment/bank/list.html


●出願内容入力後に届くメール②
受験料の支払い（ペイジー決済）が正式に完了したことをメールでお知らせします。
このメール到着後、出願完了となり、受験票発行が可能となります。

P.20

出願はこれで完了です。
19ページ（前のページ）の「出願内容入力後に届くメール①」文中にある「学校からのお
知らせ」を確認のうえ、下記を対応ください。
・受験票の印刷（操作方法参考： 本紙25ページ【3】受験票発行）
・親子事前面接の受験
・試験時間の確認（操作方法参考：本紙28ページ【4】試験日の受付時間の確認）
・試験の受験

登録したメールアドレス

相模 櫻

さがみ さくら

2021年10月19日（火）

mailto:no-reply@seed.software


【2】①出願情報入力 補足1：顔写真の登録方法
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

顔写真の登録を出願時に行っていただきます。

■準備すべき写真
・縦800px 横600px 以上の縦長の画像（目安: 縦5.0cm × 横4.0cm）
・ファイルサイズは4MBまで
・上半身脱帽、最近3ヶ月以内に撮影したもの
※スマートフォンからの場合、その場で写真を撮影し、反映させることもできます。
※お子様の顔がはっきりと分かる画像データをご準備ください。

■登録方法＜パソコンから印刷する場合（ブラウザ例：Google Chrome）＞

P.21



P.22



●スマートフォンから登録する場合 P.23

＊スマートフォンからの写真登録方法の詳細を更に知りたい場合＊
スマートフォンでの操作方法は、機種やお使いのアプリによって内容が変わるため、ご自身で
操作が難しい場合は、個別にご案内いたしますので、小学部までご相談ください。



【2】①出願情報入力 補足2：途中保存をしたい場合
②検定料支払い A:クレジットカードの場合／B:ペイジーの場合

出願情報の入力は途中保存が可能です。

出願情報を初めて入力したとき同様、マイページにログインして

相模 櫻

★注意★
「面接日程」「検定料の支払い方法（クレジットカードの場合はクレジットカード情報）」に関
しては保存されません。（通信状況が悪い場合も反映ができない場合がありますので、ご入
力の際は、通信環境をお確かめください。）

P.24



【3】受験票発行

親子事前面接・試験日・手続日にお持ちいただく受験票は、ご自身で印刷いただきます。

P.25

●パソコンから印刷する場合（ブラウザ例：Google Chrome）

相模 櫻

相模 櫻



● 開いた受験票（PDF）を印刷します。 P.26

＊違う画面が出てきてしまってお困りの方へ＊
ブラウザ（インターネットを閲覧する画面）によって表示は変わります。
「保存」や「開く」というアナウンスが出ますので、それに従ってください。
操作に自信のない方は、「開く」を押していただく方をお勧めします。



P.27

＊ご自宅にプリンタをお持ちでない方＊
対処法が多数ありますので、例をご紹介します。

例1）インターネット上に受験票データを登録し、コンビニエンスストアで印刷する。

◆セブンイレブン 簡単ネットプリント
https://www.printing.ne.jp/support/lite/index.html

例2）USB等に受験票データを保存し、コンビニエンスストアで印刷する。

例3）ネットプリントのアプリケーションをダウンロードし、そのアプリに従って印刷する。

◆セブンイレブン かんたんnetprint
https://www.printing.ne.jp/support/mobile/appli_netprint_k.html

＊スマートフォンから印刷されたい場合＊
スマートフォンからもパソコン画面同様の操作で印刷は可能です。操作方法が、機種やお使
いのアプリによって変わるため、ご自身で操作が難しい場合は、個別にご案内いたしますので、
小学部までご相談ください。

＊ご自宅にパソコンもプリンタもお持ちでない方・うまくいかない方＊
小学部まで一度、ご相談ください。

https://www.printing.ne.jp/support/lite/index.html
https://www.printing.ne.jp/support/mobile/appli_netprint_k.html


P.28
【4】試験日の受付時間の確認

所定の時期になったら、マイページログイン後の下記から試験日の受付時間を確認いただけ
ます。
ご自身でご確認のうえ、お越しください。
その他の詳細は、ご出願時のメールにある「学校からのお知らせ」も確認してください。

お疲れ様でした！
親子事前面接でお会いできることを楽しみに
しております。

相模 櫻

試験日の受付時間


