
申込み編 (しゅともしガイドP.38以降抜粋）2020-0603改訂版

昨年会員IDをお持ちの方（new）

保護者登録

受験生登録

塾受験番号追加

模試の申込み

志望校登録

併願設定

お支払い

受験票印刷

成績閲覧について

お問合せが多かった質問やお問合せを元に『申込み編』の内容を修正しました。

2020年度より申込み方法が大幅に変更になりました。
成績はwebで閲覧（紙の成績表廃止）するため、個人
申込みも塾申込みもマイページの開設が必須です。

《塾申込みの方》
・個人でマイページから模試の申込みを行います。
・お支払い方法は塾により異なりますのでお通いの教室に
　ご確認ください。



塾申込み 個別決済申込み 個人申込み

総合パンフレットとマイページ登録生徒用資料
を塾から配布

保護者が個人マイページを開設　保護者登録、受験生登録

テストを受ける

マイページで成績表を閲覧
＊合判模試、適性検査型模試は紙の成績表を廃止いたします。成績表はマイページでご確認ください。

    スマートフォンやタブレットでも閲覧可能です。
（ 難関合格スキル模試、スタート模試はwebのほか紙の成績表も提供します）

支払いは塾へ
（受験票と一緒に発行される申込書を塾へ提出）

支払いはマイページで

配布された書類を使用して
塾受験番号 追加

模試の申込み 志望校登録 併願設定

受験票の印刷

申し込みの流れについて

Step.2Step.1

Step.3

Step.4

Step.7 Step.7

Step.8

Step.5 Step.6

（塾へ支払） （当社へ支払）



昨年から会員IDをお持ちの方

【塾申込みの方】
QRコード付きの書類（右図）は全ての塾生にお渡し頂くよう塾の先生に
お伝えしておりますが、昨年度マイページを開設済で「会員ID」をお持ち
の方はQRコード付きの書類（右図）は使用せずに、下記の方法で保護者
登録をお願いいたします。
※昨年、模試にご参加頂いた生徒でマイページを未開設の方はこの用紙が必要です。

1 2 3

4

昨年から会員 IDをお持
ちの方

会員 ID、パスワードを
入力し［送信する］

保護者登録

受験生ログイン

5 6 7［送信する］入力内容確認

マイページ開設済の方は受験生登録不要です。
下記方法で保護者登録をした後「模試の申込み」
にお進みください。

模試の申込みStep.4

昨年のパスワード、
会員 IDを忘れてしまった‼

【パスワードを紛失・忘れた方はこちら】

【会員IDを紛失・忘れた方はこちら】

登録完了。メールアドレス
とパスワードでログイン

step1.~step3.の作業は不要です。次は　　　　　　　　　　　　　　　に進みます

Step.0



保護者登録 ※パソコン・タブレット・スマートフォン対応

1 2 3 4初めて登録される方
メールアドレス入力
個人情報にチェック お申込みメール送信完了受験生ログイン

5 6 7

8

［確認画面へ］メール本文のURLを
クリック

9 10［送信する］ 登録完了入力内容確認

保護者の登録

※昨年度マイページ開設済の場合
『昨年から会員IDをお持ちの方』から進むと、
住所等の入力が省略されます。

しばらく待っても「自動返信メール」が
届かない時は以下の原因が考えられます。

1.メールアドレスの入力を間違えた
⇒3時間経過後、再度仮登録を
行なってください。

2.迷惑メール扱いになっている
⇒迷惑メールフォルダやゴミ箱を
ご確認ください。

3.ドメイン指定受信をしている
⇒「kojin@syutoken-mosi.co.jp」を指定。
　3時間後に再度登録を行なってください。

上記で解決出来ない場合はお手数ですが
当社へ直接お問合せください。
unei＠syutoken-mosi.co.jp

「自動返信メール」が届かない場合

保護者登録が完了しましたら、
次のページの受験生登録に
お進みください。

Step.1

Personal pamphlet0305.indd 40 2020/03/06 17:48



1 2 3 4受験生新規登録 必要事項を入力 ［確認画面へ］
メールアドレスとパスワ
ードを入力後ログイン

5 6 7 8受験生登録完了 トップページ入力内容確認

1 2 3 4会員 ID・パスワード
入力後［送信する］

内容確認
［新規登録する］ 登録完了

昨年よりマイページを
お持ちの方

※パソコン・タブレット・スマートフォン対応

［送信する］

昨年度マイページを開設済みの方

受験生登録Step.2

新規登録の方

【受験生の二重登録】
受験生の登録が二重になってしまった場合は運営部（unei@syutoken-mosi.co.jp）まで
 「保護者氏名」「受験生氏名」「学年」「受験番号」を明記の上、ご連絡ください。削除作業を行います。



1 2 3 4用紙に書かれた認証コ
ードを入力［送信する］ 受験生を選択 塾受験番号登録完了

図BのQRコードを読み込むか
URLのリンクへ進む

塾申込みの方は教室から総合パンフレット［図A］と受験番号登録用のQRコードが付いた書類［図B］が配布されます。
塾の受験番号を追加してください。（一度追加をしたら、毎回作業する必要はありません。）

図A 図B

ご兄弟、ご姉妹で通われている塾が
違う場合は選択を間違えないように
ご注意ください。

塾受験番号 追加 ※パソコン・タブレット・スマートフォン対応
Step.3 ※個人申込みの方はStep.4に進んでください。

ＱＲコードがうまく読み込め
ない‼

⇒

［塾マイページ］-［塾受験番号 追加］
を選択。



1 2 3 4［テスト新規申込］ 模試選択 実施日の［申込み］選択受験生選択

5 6 7試験会場・科目の選択 ［申込完了］受験番号選択

受験番号の選択を間違えないようご注意ください。

※パソコン・タブレット・スマートフォン対応模試の申込みStep.4



※変更が無い場合は都度設定不要。

※適性検査型模試の志望校登録は操作方法が異なります。
お申込み開始（6/12）頃に首都圏模試のホームページにてお知らせいたします。

1 2 3 4志望校登録する模試の
［志望校未設定］を選択［志望校未設定］を選択 志望校を選択 ［検索条件を変更］

※変更の更新ボタンはありません。
試験当日23：59に登録されている内容が反映されます。

5 6 7 8［志望校登録］を選択
画面下の［志望校を登録する］
を選択 ［確認画面へ］

学校名を入れて
［検索する］

【変更したい場合】

＊志望校を削除したい場合は①［削除］を選択。

※志望校スコアとは？
ポップアップで表示される「志望校スコア」の設定は必須ではありません。
学校見学やオープンキャンパスに出席した後の備忘録としてご活用ください。

＊順番を変更したい場合は②部分をタップしたまま上下に移動させる。
①

②

志望校登録 ※パソコン・タブレット・スマートフォン対応
Step.5
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1 2 3 4併願日程を作る
各日程1校ずつ選択後
［併願校登録］ 併願設定完了併願日程未設定を選択

※なぜ併願設定するの？
志望校登録だけでなく併願設定も併せて登録することにより
様々なデータの成績が閲覧できます。

※パソコン・タブレット・スマートフォン対応併願設定Step.6
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1 2 3支払い方法選択 該当のアイコンを選択お支払い 「首都圏模試 申込み完了通知書 ＜ 塾・教室先生控え＞」
を印刷して塾に提出し、お支払いをお願いします。

↓個人申込み・個別決済申込みの方 ↓塾申込みの方

※塾の受験番号でお申し込み後、お支払い画面が表示されるお客様は個別決済申込みです。

※パソコン・タブレット・スマートフォン対応お支払いStep.7

（塾へ支払）（当社へ支払）



ご家庭のプリンタで印刷

コンビニの複合機で印刷

こんな受験票はNG

A4サイズ横で印刷 スクリーンショットを
印刷して画面が小さい

A4サイズ以外の紙
で印刷

2 3 4該当する模試の
［受験票印刷］を選択

［受験生氏名］－［申込み
履歴・受験票出力］選択

※2020年度より受験票の印刷が必要です。
※「自宅受験」の場合は、受験票は当社で印刷して問題一式と一緒にお送りします。

受験票が表示されるので
印刷する（モノクロ印刷）1［受験生ログイン］からマイページにログイン

＊受験票のPDFが表示されない場合は、PDF印刷を行う為の Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。

受験票の印刷 ※実施日10日前から印刷が可能になります。
Step.8

ご自宅にプリンター等がなく印刷ができない方は、コンビニエンスストアの「マルチコピー機」をご利用ください。
【マルチコピー機の操作方法等については店舗でお尋ねください】

詳細は
［マイページ］－［お知らせ］－【受験票の印刷について】
をご確認ください。

マイページログイン画面



成績表閲覧方法

パソコン・タブレット・スマートフォンで対応しています。

1 2 3 4メールアドレスとパスワード
を入力して［ログイン］

受験生選択後［成績］－
［速報］－［年度］ 該当する実施日を選択［受験生ログイン］

5 成績表示

2020年度より、紙の成績表は廃止いたします。今年度よりwebで答案画像もご覧いただけます。

※難関合格スキル模試とスタート模試は紙の成績表の提供もあります。
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