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新規ユーザー登録手順

①下記画面にアクセスし、「新規会員登録申請」をクリックして下さい。

②名前とメールアドレスを入力して「次へ」を
クリックして下さい。

③メールアドレス確認画面が出るので、問題が
なければ「送信する」をクリックして下さい。
(メールアドレスを修正する方は「修正する」
ボタンをクリックして下さい)

送信ボタンを押してもメールが届かない場合、
「ski-japan＠shikuminet.jp」からの
メールを受け取れるよう、ドメイン指定の解除
を行ってください。

④登録されたメールアドレス宛にメールが届
きます。メール本文内のURLをクリック
して下さい。

3



新規ユーザー登録手順

⑤新規情報登録フォームが表示されるので、必要情報を入力して下さい。
尚、赤枠の項目に関しては入力が必須となります。

顔写真データをアップして下さい
必須ではありませんが、できる限

り登録をお願いします

ご自身の個人情報を
入力して下さい

所属する団体を
選択して下さい

競技者登録希望の場合、種目を選
択し、チーム名を入力後、
「追加」を押して下さい

過去に使用していた競技者番号を
引き継がれたい方は、競技者番号

を入力して下さい
複数の競技者番号をお待ちの場合
は必ず、直近で取得された番号に

て登録お願い致します

成人の方は、規約に同意するボタ
ンを押してください。

未成年の方は、同意書をダウン
ロードし、記入したものをPDFや

写真等でアップして下さい
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FIS競技者登録希望の場合、競技を選
択して下さい
必要情報を入力したら、「追加」ボタ
ンをクリックして下さい



新規ユーザー登録手順

⑥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。
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必要な保険、もしくは申込をし
ないを選択して下さい

(選択は1つのみ)

加入する場合はチェック
を入れて下さい

・競技者用保険は、システムを通してお申し込みすることはできません。
・パトロール保険への加入希望の方は、パトロールがセットになっている保険を選択して下さい。
(パトロール保有者に限る)

・保険のお申し込みは、2021年3月31日(水)15時までの期間に新規登録を行った方のみ可能です。



新規ユーザー登録手順

⑦登録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、よくご確認下さい。

お支払い金額の合算が表示され
ますので、必ずご確認下さい

修正を行う場合はこちらを
クリックして下さい

ここまでの手順で、新規のユーザー登録は終了です。
クラブ承認→地域連盟承認→全日本スキー連盟での最終承認が完了次第、
承認完了メールが届きますので、承認されるまでしばらくお待ち下さい。
承認完了後、登録料のお支払いに進むことが可能です。
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修正を行う場合はこちらを
クリックして下さい



登録料支払い手順

①全日本スキー連盟本部から送られてくる「承認メール」内にURLあるので、クリックして下さい。
マイページログイン画面が表示されるため、メール内に記載のある「会員番号」と、自身で設定
した「パスワード」を使用してマイページにログインして下さい。

②マイページ右側に、支払いの案内があるので「支払」ボタンもしくは「ご請求・お支払情報」
をクリックして下さい。

③支払い明細が表示されているので、左側のチェックボックスにチェックを入れ「決済する」
をクリックして下さい。
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登録料支払い手順

④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お支払可能です)

■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。

～お支払い方法に関するご案内～
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システム手数料が表示されるので、
次へ進む前によくご確認下さい

各決済画面に進んだ後は、ブラウザバックを行わないようにしてく
ださい。万が一ブラウザバックを行った場合、15分間支払いが行え
なくなりますので、15分経過した後、改めてお試し下さい。



継続会員更新申請手順

①下記画面内の「会員ログイン」をクリックして下さい。

③SAJ会員番号とパスワードを入力して「ログイン」をクリックして下さい。
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①全日本スキー連盟ホームページ内の「会員登録 LOGIN」をクリックして下さい。



④前年度の登録情報が表示されるので、必要情報を変更して最下部の「次へ」をクリックして下さい。

継続会員更新申請手順
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＜宣誓書及び同意書に関して＞
・過去に提出済みの方は、再度提
出する必要がないため、アップ
ロード箇所自体が表示されません。

・成人の方は、アップロードは必
要ありませんので、画面上の規約
をご確認のうえ、同意しますの
チェックボックスにチェックを入
れて下さい。

保有している資格が表示されます
更新しないもののみ
チェックを外して下さい
更新を選択しなかった場合、該当資格は
失効となりますのでご注意下さい

1234567

●●県スキー連盟 ▼

●●市スキー連盟 ▼

●●スキークラブ ▼

SAJ競技者登録希望の場合、競技を選択し
てください
昨シーズン競技者登録を実施している場合
は、プルダウンで競技を選択するとチーム
名と競技者番号が表示されますので、必要
に応じてチーム名をご変更下さい
昨シーズン競技者登録をしていない方は、
競技選択後チーム名を入力して下さい
過去に使用していた競技者番号を引き継が
れたい方は、競技者番号を入力してくださ
い(初めて登録する場合は不要です)
必要情報を入力したら、「追加」ボタンを
クリックして下さい

成人の方は、規約に同意するボタン
を押して下さい
未成年の方は、同意書をダウンロー
ドし、記入したものをPDFや写真等
でアップして下さい

FIS競技者登録希望の場合、競技を選
択して下さい
昨シーズン競技者登録を実施している
場合は、プルダウンで競技を選択する
とチーム名が表示されますので、必要
に応じてチーム名をご変更下さい
（FIS NOは表示されません・入力の
必要もありません）
昨シーズン競技者登録をしていない方
は、競技選択後チーム名を入力して下
さい
必要情報を入力したら、「追加」ボタ
ンをクリックしてください



継続会員更新申請手順

⑨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。
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必要な保険、もしくは申込をし
ないを選択して下さい

(選択は1つのみ)

加入する場合はチェック
を入れて下さい

・競技者用保険は、システムを通してお申し込みすることはできません。
・パトロール保険への加入希望の方は、パトロールがセットになっている保険を選択して下さい。
(パトロール保有者に限る)

・保険のお申し込みは、2021年3月31日(水)15時までの期間に新規登録を行った方のみ可能です。



⑩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、「申請確定」を
クリックして下さい。

ここまでの手順で、更新申請は終了です。
全日本スキー連盟本部の「承認」が完了次第、承認完了メールが届きますので、
承認されるまでしばらくお待ち下さい。
承認完了後、登録料のお支払いに進むことが可能です。

継続会員更新申請手順

支払い手順はP7~8参照 12

お支払い金額の合算が表示され
ますので、必ずご確認下さい

修正を行う場合はこちらを
クリックして下さい

修正を行う場合はこちらを
クリックして下さい

修正を行う場合はこちらを
クリックして下さい



イベント(検定会・研修会等)申込手順
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①マイページ上段の「イベント情報」をクリックして下さい。

②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。

③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。

④参加可否の審査が入らないイベントの場合、
支払い明細選択画面に推移するため、参加費を
支払う明細を選択して「決済する」ボタンを
クリックして下さい。

※申し込む資格がないイベントの場合、
アラートが表示され、申込ができません。

「適用外」：会費・登録料のお支払いが完了していないため、申込不可
「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ため、申込不可



イベント(検定会・研修会等)申込手順

⑤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。

～お支払い方法に関するご案内～
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■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お支払可能です)

■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。

システム手数料が表示されるので、
次へ進む前によくご確認下さい

各決済画面に進んだ後は、ブラウザバックを行わないようにしてく
ださい。万が一ブラウザバックを行った場合、15分間支払いが行え
なくなりますので、15分経過した後、改めてお試し下さい。



イベント申込履歴
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①マイページ上段の「イベント申込履歴」をクリックして下さい。

②今までに申込をしたイベントの履歴を閲覧することができます。
イベント名をクリックすると公開中のイベントの詳細を確認できます。

（公開終了しているイベントはクリックできません）

申込中のイベントの承認状況や
支払い状況が確認可能です

出席状況や、合否結果を確認可能です
(反映にはお時間を頂くことがあります)

参加予定イベント確認

①申込を行った参加予定のイベント(検定会・研修会)情報がマイページ右側に表示されます。

イベントの開催日が過ぎると
表示されなくなります



お知らせ情報確認
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①マイページホーム画面に、各種お知らせ情報が掲載されます。
このお知らせ情報欄には、自身が所属している団体、都道府県連、及び全日本スキー連盟本部
が作成したお知らせ情報が掲示されます。

各お知らせをクリックすることで、該当お知らせ情報の詳細を閲覧することが可能です。



資格・競技情報確認
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①マイページ右上のアイコンにカーソルを合わせると、資格及び競技者登録情報を確認することができます。

ski-japan@mail.com

△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム

△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム
△△△チーム

●●●県スキー連盟
●●●市スキー連盟
●●●スキークラブ

有効年度

有効年度



WEB会員証(電子会員証)
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①マイページ右上のアイコンにカーソルを合わせ「WEB会員証」ボタンをクリックしてください。

②「WEB会員証」が表示されます。

パソコンで開いた場合

※2020-2021年度については「顔写真データ」は表示されません

当年度の会員登録料を支払って
いない場合、表示されません

●●●

●●●

田中花子

t.hanako@mail.com

保険加入している場合、
内容と証券番号も
確認することができます

田中 花子 TANAKA HANAKO

●●●

●●●

パソコンで開いた場合に限り
印刷マークが表示され
クリックで印刷が可能です。



WEB会員証(電子会員証)
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保険加入している場合、
内容と証券番号も
確認することができます

※2020-2021年度については
「顔写真データ」は表示されません

スマートフォンで開いた場合

クリックで、
基本情報が表示されます

クリックで保有資格が
表示されます

保有資格をクリックする
と、詳細が表示されます

クリックで、SAJ競技者
登録している競技が表示
されます

競技名クリックでチーム
名と競技者Noが表示さ
れます

クリックで、FIS競技者
登録している競技が表示
されます

競技名クリックでチーム
名と競技者Noが表示さ
れます

田中 花子

●●●

●●●



操作方法に関するお問い合わせ
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①操作方法に関する質問がある場合は、画面最下部の「お問い合わせ」をクリックして下さい。

送信して頂いたお問い合わせに関しては、内容を確認後順次返答をお送りさせて頂きます。

②入力フォームが表示されるので、お問い合わせ区分を選択し、ご質問内容を入力してから
「確認」→「送信」ボタンをクリックして下さい。

＜問い合わせ区分に関して＞
◇システムの操作方法に関するお問い合わせ→システムサポートセンターにお問い合わせを送ります
◇所属クラブへの質問→自身が所属するクラブへ問い合わせを送ります
◇所属県連への質問→自身が所属する都道府県事務局へ問い合わせを送ります

ski@mail.com

田中 太郎


