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システム全体像
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SAJ

福島県 加盟団体

地域連盟 地域連盟 地域連盟

クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ

加盟団体

第1階層

第5階層

第2階層

第3階層

第4階層

事務局権限

会員権限

◆ 会員管理
◆ 会費の徴収
◆ 研修会作成
◆ 検定会作成
◆ 結果登録
◆ 代理処理
◆ 施設登録
◆ メール配信
◆ 掲示板登録 等

◆ 会費支払
◆ 研修会申込
◆ 検定会申込
◆ お知らせ確認
◆ 問い合わせ 等

SAJから会員個人までを最大5階層構造で管理することが可能です。

SAJ(第1階層)～クラブ(第4階層)には、それぞれ管理者を設定することが
可能で、管理者は、自身の配下に紐づく組織・会員の管理をすることができ
ます。

会員(第5階層)は、必ずどこかのクラブ(第4階層)に紐づく必要があります。
(クラブや都道府県を飛ばしてSAJに直接登録することはできません)

クラブ(第4階層)は必ずどこかの都道府県(第2階層)に紐づく必要があります。
(間に地域連盟(第3階層)がある場合は、地域連盟経由で都道府県に紐づきます)

SAJ(第1階層)～クラブ(第4階層)の管理者は、自身の配下に紐づく会員に代
わって、各種申請をしたり、代理で決済をすることが可能です。



クラブ責任者が行うこと

①更新者の登録申請
前年度もSAJ登録している方が、本年度の更新を行う場合、その方になり代
わって更新の申請を行ってください。

②新規登録者の追加と登録申請
前年度未登録の方を登録する場合は、管理画面にて個人情報を登録し、
その後、申請を行ってください。

③お支払い
登録申請が承認された方の分の各種登録料のお支払をお願い致します。

(④イベント申込)
会員が検定会・研修会に参加する場合は、本人の代わりにイベント申込を
行ってください。
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将来的には、上記は全て会員個人が行う形を目指す



会員登録申請に関して

■クラブ責任者の方は、会員(個人)になり代わり、更新申請及び新規登録申請を
お願い致します。

■更新申請及び新規登録申請を行った後は、福島県連事務局→SAJ本部の順に承認
されていきます(不備があれば差戻されます)。

■SAJ本部での最終承認後は、承認が完了した旨がメールで通知され、各種費用の
お支払いが可能となります。

■SAJの最終承認が完了するまでは、登録料を支払うことができません。

■更新の場合は、前年度登録情報が画面に表示されます。資格を保有している方は、
保有資格が表示され、それぞれ登録料を払うか否かを選択することができます。

■本システムでは、SAJ登録をしていない会員(県連所属の会員)の登録及び支払い
管理には使用できません。

■申請の差戻が実施された場合、差戻された旨のメールが送られます。
その後、必要箇所を修正し、再度申請を上げて頂く必要があります。
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SAJ

福島県スキー連盟

クラブ

①申請

②承認

③承認

承認された旨が、会員登録情報内に
登録されているメールアドレスに
通知されます



支払いと送金に関して

■お支払いただく各種登録料(会員登録、資格登録、競技者登録)は、福島県スキー連盟分
とSAJ分が含まれています。

■支払いいただいた各種登録料は、自動的に福島県スキー連盟分とSAJ分に振り分けて
送金します。
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SAJ

福島県スキー連盟

クラブ

SAJでの承認完了後、登録料の決済
ができるので、管理画面上でお支払
いをお願い致します。

■クレジットカード決済
画面上でクレジットカード情報を入力し、そのまま最後まで進んで下さい。
決済完了画面が表示されれば、無事お支払いが完了します。
(クレジットカードの名義人は、会員名と異なっていても問題ありません)

■コンビニ決済
画面上に表示される入力項目を全て入力して最後まで進んで下さい。
「お客様番号」「確認番号」「支払い期限」と「支払い手順」が発行されますので、
内容に従ってコンビニでのお支払いをお願い致します。
(お支払いに必要な情報及び手順は、メールでも届きます)

■Pay-easy(ペイジー)決済の場合
画面上に表示される入力項目を全て入力して最後まで進んで下さい。
「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」と「支払い手順」が発行されますので、
内容に従ってATMもしくはネットバンキングでお支払いをお願い致します。

■バーチャル口座決済の場合
振込先の口座情報が表示されるため、指定された口座にお振込みをお願い致します。
(バーチャル口座決済の場合、振込先が毎回変わります)
また、バーチャル口座決済のご利用は1回10,001円以上の決済の場合に限ります。
1度バーチャル口座支払いを選択したら、30日間変更ができませんのでご注意下さい。

～お支払い方法に関するご案内～



①代理申請手順

本手順は、会員個人に代わってクラブ責任者が登録情報の申請を行う手順です。
「会員個人が申請を上げられない」という場合にご活用下さい。
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①ログイン後メインメニュー、もしくは左側メニューの「会員管理」をクリックして下さい。

②自身のクラブの配下に存在する会員が表示されます。左側検索キーを使用し該当会員の検索を
行い、ヒットした会員をクリックして下さい。

③選択した会員の情報が表示されるため、右上の「代理ログイン」をクリックして下さい。



①代理申請手順

④該当個人に代わって、マイページへアクセスが完了します(代理モード)。
更新申請フォーム(昨年の登録内容)が表示されるので、必要情報を入力して「次へ」をクリックして下さい。
※入力方法の詳細は会員用マニュアルをご確認下さい。
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⑤スキー保険の加入画面が表示されます。ご希望の保険をお選び下さい。



①代理申請手順

8

⑥更新内容の最終確認画面が表示されます。内容に誤りが無いかよく確認し、「申請する」を
クリックして下さい。

ここまでの手順で、該当個人に代わっての更新申請は完了です。

誤った内容で申請を上げてしまった場合、即座に上位団体に連絡し、
該当者を差し戻していただいて下さい。



②新規会員追加手順

本手順は、新規の会員がクラブに入会した場合に行う手順です。
昨年度、SAJ登録していない方を追加するという場合にご活用下さい。
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①ログイン後メインメニュー、もしくは左側メニューの「会員管理」をクリックして下さい。

②メニュー上段の「新規会員登録」をクリックして下さい。

③新しく登録する個人の、氏名（漢字・カナ・ローマ字）と性別・生年月日と
「個人情報」タブ内の必須事項を入力してください。

赤枠の必須事項を全て
ご入力ください



②新規会員追加手順
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④「会員情報」タブをクリックして、赤枠の所属と会員区分をプルダウンから選択してください。

⑤入力後「登録」をクリックしてください。

⑥会員番号が発行され、仮登録が完了します。

ここまでの手順で、新規入会者の仮登録は完了ですが、
今年度の会員登録申請はまだ完了していません。
今年度、会員として登録をご希望の場合はP６～の「代理申請」手順
に則り、申請を上げて下さい。



③代理支払い手順
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会員個人に代わってクラブ責任者が各種費用の支払いを行う手順です。
「会員個人の代わりにクラブ責任者が支払う」という場合にご活用下さい。

①ログイン後メインメニュー、もしくは左側メニューの「決済管理」をクリックして下さい。

②画面上段の決済区分プルダウンにて「未決済」を選択して下さい。
未決済の明細が表示されるため、代理で支払う明細を選択し、「一括代理決済」ボタンを
クリックして下さい。

田中 太郎様 2021年度 一
般会員会費

田中 太郎様競技者登(SAJ
競技者登録料 マターズ)

鈴木 花子様 2021年度 一
般会員会費

佐藤 三郎様 2021年度 一
般会員会費

佐藤 三郎様 資格登録料
(教育資格 指導員等)



③代理支払い手順
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③決済額が表示されるため、内容を確認し、決済方法を選択して「次へ」をクリックして下さい。

■クレジットカード決済の場合
画面上でクレジットカード情報を入力し、そのまま最後まで進んで下さい。
決済完了画面が表示されれば、無事お支払いが完了します。
(クレジットカードの名義人は、会員名と異なっていても問題ありません)

■コンビニ決済の場合
画面上に表示される入力項目を全て入力して最後まで進んで下さい。
「お客様番号」「確認番号」「支払い期限」と「支払い手順」が発行されますので、
内容に従ってコンビニでのお支払いをお願い致します。
(お支払いに必要な情報及び手順は、メールでも届きます)

■Pay-easy(ペイジー)決済の場合
画面上に表示される入力項目を全て入力して最後まで進んで下さい。
「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」と「支払い手順」が発行されますので、
内容に従ってATMもしくはネットバンキングでお支払いをお願い致します。

■バーチャル口座決済の場合
振込先の口座情報が表示されるため、指定された口座にお振込みをお願い致します。
(バーチャル口座決済の場合、振込先が毎回変わります)
また、バーチャル口座決済のご利用は1回10,001円以上の決済の場合に限ります。
1度バーチャル口座支払いを選択したら、30日間変更ができませんのでご注意下さい。

～お支払い方法に関するご案内～

田中 太郎様 202X年度 一般会員会費

田中 太郎様 競技者登録料(SAJ競技者登録料マスターズ)

鈴木 花子様 202X年度 一般会員会費

斉藤 次郎様 202X年度 大学生会員会費

斉藤 次郎様 資格登録料(教育資格指導員等)

決済方法・金額に応じて手数料
が発生します。手数料を確認し
てから決済へ進んで下さい



④イベント代理申し込み手順

本手順は、会員個人に代わってクラブ責任者がイベント申込を行う手順です。
「会員個人がマイページで申込できない」という場合にご活用下さい。
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①ログイン後メインメニュー、もしくは左側メニューの「会員管理」をクリックして下さい。

②自身のクラブの配下に存在する会員が表示されます。左側検索キーを使用し該当会員の検索を
行い、ヒットした会員をクリックして下さい。

③選択した会員の情報が表示されるため、右上の「代理ログイン」をクリックして下さい。

2000001



④イベント代理申し込み手順
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④マイページ上段の「イベント情報」をクリックして下さい。

⑤検定会・研修会の一覧が表示されるため、参加する検定会・研修会をクリックして下さい。

⑥内容を確認し、問題なければ「詳細」ボタンをクリックして下さい。
(イベントによっては、参加可否の審査が入るものがあります)

詳細ページが表示されるため、「申し込む」ボタンをクリックしてください。

該当会員が申し込む資格がないイベントの「申し込む」ボタンをクリックした際は、
アラートが表示され、申込ができません。

「申込不可」：会費・登録料のお支払いが完了していない
「資格制限」：申込むイベントに必要な資格を保有していない



④イベント代理申し込み手順

⑦申し込みまで完了したら、「代理ログインモード」を解除して下さい。
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◇続けて別の会員をイベントに申込む場合、前述手順「②」から同様の
操作を繰り返して下さい。

◇本手順はあくまでも「会員個人がやるべき操作を代わりにやる」手順
のため、1名づつ実施して頂く必要があります。
(1つのイベントに1度に複数名申し込むことはできません)

◇イベントによっては、参加するために加盟団体・SAJでの承認が必要な
イベントがあります。その場合、エントリーのみ実施し、その後参加が
承認された後に参加費のお支払いが可能となります。

◇加盟団体・SAJでの承認が必要なイベントへお申込みした場合、
「会員管理」で該当会員を検索し「イベント申込履歴」ダブの
「承認状況」で、現在の承認状況を確認することができます。

◇複数名のイベント参加費をまとめて払う場合、「決済管理」→「請求管理」
に進みお支払い下さい。

◇まとめて支払った場合の手数料は「支払い総額」に対して発生します。
そのため参加費を代理で払う場合は、手数料は安く済みます。

◇申し込んだイベントを画面からキャンセルすることはできません。
キャンセルが必要な場合は、主催団体にお問い合わせください。



FAQ

16

Q：更新会員の情報は、毎年０から入力する必要がありますか？
A：ありません。変更点のみ修正して申請が可能です。

Q：資格登録料は、後からでも追加で払えますか？
A：払えません。資格保有者は、更新申請の際に登録する資格を選択
していただき、申請をあげてください。この際、選択しなかった資格
は失効となり、年度途中での追加登録は不可能となりますので、ご注
意ください。

Q：競技者登録は、後から追加できますか？
A：可能です。競技者登録は、年度中であれば追加で登録して申請を
あげることができるので、最初の更新申請または新規登録申請時の選
択は必須ではありません。

Q：申請及び支払いに期限はありますか？
A：年度によって期限が決められているので、詳細はSAJからの案内
をご確認ください。

Q：更新しない会員はどうすればよいですか？
A：なにもせずにそのまま放置しておいて大丈夫です。年度末に未登
録の方のデータはすべて削除されます。

Q：誤った情報で申請を上げてしまった場合はどうすればよいです
か？
A：早々に福島県スキー連盟事務局に連絡をし、差戻をしていただい
てください。

Q：支払いは複数人分まとめてできますか？
A：可能です。画面上で対象の明細にチェックをいれて、代理決済を
お願い致します。


