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入学手続きの流れ 

 

※チェック欄をご活用ください。 

 

下記記載の必要書類提出・入学金等の支払いをもって入学手続きといたします。 

期間中に手続きがされない場合は、入学辞退とみなしますのでご注意ください。 

 

■入学手続き 

 

 

□「入学手続きについて」（本誌）をよくお読みください。 

 

□「提出書類」のプリントアウトを行ってください。（誓約書・在学保証書） 

 

□「誓約書」は入学手続き期間中に、本校の窓口までご提出ください。 

  

□「在学保証書」は、3/14（土）入学準備説明会にてご提出ください。 

 

□入学金・施設費（370,000円※別途手数料）の納入手続きを行ってください。 

    合格発表サイトから入学金納入サイトへお進みください。 

    なお、特待合格者の方は入学金等のお支払いはございませんが、サイトから手

続きが必要となります。 

※支払い方法：クレジットカード・ペイジー  

（コンビニ支払いは利用できませんのでご注意ください。） 

  

  



 

 

1.入学手続きについて 

 

 入学手続きとして、「入学金等の納入」及び「誓約書の提出」を手続き期間内に行ってください。

期間内に手続きされなかった場合は、入学辞退とみなしますのでご注意ください。 

 

1.1入学金等の納入について 

 入学金・施設費 370,000円を手続き期間内に、インターネットにて決済を行ってください。 

 なお、上記金額に別途手数料が発生いたします。決済方法により異なりますので、決済時にご確

認ください。 また、特待合格の方については、入学金等の納入はございませんが、インターネ

ットにて入学手続きが必要となります。「入学手続き・特待生手続きサイト」にてお手続きをお願

いします。 

 

■入学手続き・特待生手続きサイト 

https://mirai-compass.net/ent/eirijgh/common/login.jsf 

 

 

 

 ※いかなる場合においても、一度納入された金額は返金することが出来かねますのでご注意くだ

さい。 

 ※支払い方法は、クレジットカードまたはペイジーのみとなります。 

 

 1.2誓約書の提出について 

 「誓約書」に必要事項を記入し、入学手続き期間内に本校の窓口までご提出ください。 

 また、「誓約書」については、合格証書と一緒に本校窓口にてお渡ししています。「合格証書」を

お受け取りに窓口までお越しいただいた場合は、ご自身で印刷していただく必要はございません。 

合格証書交付期間 ・2020年 2月 12日（水） 【10時～11時】 

・2020年 2月 13日（木）～15日（土） 

【平日 10時～16時 土曜 10時～12時】 

誓約書 受付時間 ・入学手続き期間内 ※2月 22日（土）除く 

【平日 10時～16時 土曜 10時～12時】 

 



 

 

1.3 学費引落口座のご登録について 

 

本校における学費（授業料等）の納入方法は、保護者の預金口座から自動的に学校に納入

できる「預金口座振替システム」を採用致しております。つきましては、入学手続き期間内

に口座振替登録の手続きをお願い致します。 

 

【預金口座振替システム】 

https://muf-webkoufuri.net/gwm_receipt/MUFGW01010Action_doInit.action?c=21977&s=001&p=i9rawbr3 

 

 

 

 

 

（※この URLは入学手続き完了画面とメールにも記載されています。） 

通帳名義が個人以外の場合や、web未対応の金融機関をお使いの場合は依頼書提出による

登録が可能ですので、学校事務室へお問い合わせください。 

 

・引落日は４月が 20日、５月以降は 6日です（金融機関休業日の場合は翌営業日）。 

・学費の振替業務は三菱 UFJファクター(株)に委託しています。振替表示は『DF.タカギガ

クエン』又は『ミツビシ UFJファクタ』となります。 

・入学後、住居の移転等により引落口座を変更する場合は必ず事務室へ申し出てください。 

・引落手数料は 1回につき 83円（税込）です。学費と同時に引き落としさせていただきま

すのでご了承ください。 

・学費の納入金額および引落日等のその他詳細につきましては、入学準備説明会で「納入表」

と「高校生活のてびき」をお配りしてお知らせする予定です。 

 

1.4入学手続き期間について 

 

入学手続き期間 2020年 2月 13日（木）15時まで（専願受験者） 

2020年 2月 14日（金）15時まで 

延納期間 2020年 2月 29日（土）12時まで 

（東京都立高校受験者は、2020年 3月 3日（火）15時まで） 

※延納については、出願時のインターネット登録にて延納手続きを行った方のみとなります。 

  



 

 

2.制定品（制服・鞄・体操服・靴）の採寸、販売について 

  

4月からの英理女子学院高等学校での新生活に向け購入していただく必要のある制定品は以下

の通りです。 

 

 2.1.ご購入の流れについて 

採寸・購入 

３月７日（土曜日) 

受付：午前 10時～午後 2時 

＊上記時間内でご都合の良い時間にお越しください。 

場所 本校 １号館（１、２Ｆ） 

支払 

※商品によって支払い方法が異なりますのでご注意ください。 

制服・革靴：  

 商品到着時に代金引換または各種カード支払 

通学鞄： 

 採寸時 (現金、釣銭の無い様お願い致します。) 

体操着、ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ（ﾘｭｯｸｻｯｸ）、ﾊﾞｯｸﾞﾚｲﾝｶﾊﾞｰ： 

 商品到着時に代金引換 

体操靴： 

 採寸時 (現金、釣銭の無い様お願い致します。) 

製品受取 

制  服： ご自宅へ後日送付 

通学鞄： 採寸時 

体操着： ご自宅へ後日送付 

体操靴： ご自宅へ後日送付 

※チャレンジ入試受験者は、３月７日（土曜日）の採寸日にご来校ください。 

※来校者数の確認のため、当日ご都合のつかない方は事前に学校までご連絡ください。  

  



 

 

2.2.制定品等の詳細について 

 （Ⅰ）制服・革靴 

アイテム 税抜価格 備考 

上着（冬制服） \ 23,200 必須 

冬スカート \ 13,800 必須 

長袖ブラウス \ 4,100 必須 

夏スカート \ 13,600 必須 

半袖ブラウス \ 3,900 必須 

リボン（キャリア部正装） \ 1,600 必須 （i グローバル部はオプション） 

ネクタイ（iグローバル部正装） \ 1,900 必須 （キャリア部はオプション） 

カーディガン \ 7,800 オプション 

ニットベスト（紺・白） \ 5,800 オプション 

半袖ブラウス（白） \ 3,800 オプション 

夏長袖ブラウス（白） \ 4,100 オプション 

コート \ 23,200 オプション 

紺ハイソックス \ 650 オプション 

通学靴（合成皮革） \ 4,900 
オプション 

（通学は黒色ローファーのみです） 

  

（Ⅱ）通学かばん 

アイテム 税込価格 備考 

通学鞄 \ 13,750 必須 

防災ずきん \ 3,400 オプション 

バックパック（ﾘｭｯｸｻｯｸ） L \ 8,686  M  \ 7,762 オプション 

ﾊﾞｯｸﾞﾚｲﾝｶﾊﾞｰ \ 1,100 オプション 

 

 （Ⅲ）体操着・体操かばん・上靴など 

アイテム 税込価格 備考 

ジャージ上着  (名前入り) \ 7,590 必須 

ジャージパンツ (名前入り) \ 5,500 必須 

半袖 Tシャツ  （名前入り) \ 3,190 必須 

ハーフパンツ  (名前入り) \ 3,300 必須 



 

 

体育館シューズ \ 3,470 必須 

上履き \ 2,750 必須 

シューズ袋 \ 260 必須 

グラウンドシューズ \ 3,670 オプション 

 

2.3.各種取扱店 

アイテム 取扱会社 連絡先 

制服(冬・夏服)・革靴 株式会社 つつい  045(231)9001 (本店) 

 通学鞄 株式会社 柳屋   045(231)0118 

 体操着、ﾘｭｯｸｻｯｸ ADSS東京株式会社   0120－998344 （フリーコール） 

 体操靴、上履 株式会社 ボニージャパン   03(5901)9911 （本社） 

 

2.4 iPadについて 

入学時にご用意いただきたい iPad の機種は、下記モデル番号表の一覧で、白色になっている

部分のものです。すでにご自宅にあるもののご利用や、中古のご購入で問題ありませんが、その際

にはご留意ください。（入学準備説明会時にもご案内します） 

  

・容量の大きさは、問いません。 

・別途、Bluetooth接続ができる 

キーボードをご用意ください。 

 



 

 

3.入学までのスケジュール 

 

3.1.入学準備説明会について 

 

 キャリア部 iグローバル部 

日 時 3月 14日（土）午後 2時～ 

※受付は午後 1 時 50 分までにお済ま

せください 

3月 14日（土）午後 2時 30分～ 

※受付は午後 2 時 20 分までにお済

ませください 

場 所 本校 体育館 本校 ラーニングホール 

持ち物 受験票・上履き・筆記用具・在学保証書 

※本校への入学準備について種々ご説明いたしますので、保護者同伴で必ずご出席ください。な

お当日、事前のご連絡無しで欠席された方は、入学を棄権したものとみなします。 

 

 

3.2.入学式について 

 

日 時 4月 7日（火）午前 10時～ 

※受付は午前 9時 50分までにお済ませください 

場 所 本校 体育館 

持ち物 受験票・上履き・筆記用具 

  

 

4.連絡先 

 

学校法人高木学園 英理女子学院高等学校 

電話：045-431-8188 （代表） 

（平日 午前９時～午後４時） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒222-0011神奈川県横浜市港北区菊名 7-6-43 

TEL：045-431-8188 

学校Webサイト：https://www.eiri.ed.jp/  


