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1. 団体情報変更



1. 団体情報変更

団体情報メニューを開き、「所属団体一覧」を押す。

押す

「所属団体一覧」
を押す

4



1. 団体情報変更

所属団体一覧画面が開く。

該当の団体名を押す
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1. 団体情報変更

ワンタイムパスワード認証を行う。

「送信」を押す

「認証」を押す

※届いたメールに記載の
ワンタイムパスワードを入力
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1. 団体情報変更

団体情報管理画面の「基本情報変更」を押す。

「基本情報変更」
を押す
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1. 団体情報変更

…
 

団体基本情報の変更を行う。

「変更」を押す
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1. 団体情報変更

団体基本情報の変更が完了しました。
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2. 団体へ参加者/クラブメンバー
追加・削除



2. 団体へ参加者追加

団体情報管理画面の「参加者管理」を押す。

「参加者管理」
を押す

11



2. 団体へ参加者追加 - 既存会員登録の場合

「既存会員登録」を押す。
※「既存会員」とは既にシステム上に会員登録がされている方を指します。

「既存会員登録」
を押す
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2. 団体へ参加者追加 - 既存会員登録の場合

３通りの会員検索条件のうち、いずれか1つを選択して
情報を入力の上「検索する」を押す（基本は①です）。

「検索する」
を押す

使用する検索条件を選択
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※「既存会員登録」でヒットしない場合は、
「新規個別登録」の前にまずsystem@jsta.or.jpに
団体名、団体ID、対象会員の姓名をご連絡ください。

←①をご利用ください

←②旧会員番号ではなく、新システムの番号です



2. 団体へ参加者追加 - 既存会員登録の場合

検索結果に表示された会員の「選択」を押す。

「選択」を押す
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2. 団体へ参加者追加 - 既存会員登録の場合

団体へ追加する会員として問題なければ「OK」を押す。

「OK」を押す
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2. 団体へ参加者追加 - 既存会員登録の場合

団体への参加者追加が完了しました。
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2. 団体へクラブメンバー追加 - 新規個別登録の場合

「新規個別登録」を押す。
※「新規個別登録」とはまだシステム上に会員登録がされていない方を指します。
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「新規個別登録」
を押す



2. 団体へクラブメンバー追加 - 新規個別登録の場合

登録する方の基本情報を入力し、「確認」を押す。
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…
 

「確認」を押す



2. 団体へクラブメンバー追加 - 新規個別登録の場合

登録する方の基本情報を確認の上、「登録」を押す。
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「登録」を押す

…
 



2. 団体へクラブメンバー追加 - 新規個別登録の場合

団体へのクラブメンバー追加が完了しました。
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2. 団体から参加者/クラブメンバー削除

団体から参加者を削除する場合は参加者一覧の中から
削除する方の「削除」を押す。

…
 

「削除」を押す
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2. 団体から参加者/クラブメンバー削除

団体から削除する会員として問題なければ「OK」を押す。

「OK」を押す
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2. 団体から参加者/クラブメンバー削除

団体から参加者削除が完了しました。
※クラブメンバー削除も同様の手順となります。
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3. 参加者/クラブメンバーの団体所属情報登録



参加者一覧のうち
団体所属情報を変更したい方の顔写真もしくは名前を押す。

…
 顔写真もしくは

名前を押す
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3. 参加者/クラブメンバーの団体所属情報登録



「所属情報登録」を押す。

…
 

「所属情報登録」
を押す
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3. 参加者/クラブメンバーの団体所属情報登録



団体参加者所属情報を入力し、「登録」を押す。

「登録」を押す
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3. 参加者/クラブメンバーの団体所属情報登録



団体参加者所属情報登録が完了しました。
※クラブメンバー所属情報登録も同様の手順となります。
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3. 参加者/クラブメンバーの団体所属情報登録



4. クラブメンバー基本情報変更

※基本情報はクラブメンバーのみ団体管理者が変更可能です。
本登録している方（＝メールアドレスを登録しご自身でログインできる方）の
基本情報は団体管理者では変更できませんので、
ご自身で会員基本情報変更を行っていただくようご案内ください。



4. クラブメンバー基本情報変更

クラブメンバー一覧のうち
基本情報を変更したい方の顔写真もしくは名前を押す。

…
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顔写真もしくは
名前を押す



4. クラブメンバー基本情報変更

クラブメンバー基本情報画面の
「クラブメンバー基本情報変更」を押す。

…
 

「クラブメンバー基本情報変更」
を押す
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4. クラブメンバー基本情報変更

変更内容を入力し「変更」を押す。

…
 

「変更」を押す
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4. クラブメンバー基本情報変更

クラブメンバー基本情報の変更が完了しました。

33



5. 団体管理者権限の付与・取消



5. 団体管理者権限の付与・取消 - 付与の場合

参加者一覧のうち、
団体の管理者権限を付与したい方の管理者権限「付与」を押す。

…
 

「付与」
を押す
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5. 団体管理者権限の付与・取消 - 付与の場合

団体の管理者権限を付与する会員として問題なければ
「OK」を押す。

「OK」を押す
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5. 団体管理者権限の付与・取消 - 付与の場合

団体の管理者権限付与が完了しました。
※クラブメンバーへは団体管理者権限の付与は行えません。
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5. 団体管理者権限の付与・取消 - 取消の場合

参加者一覧のうち、
団体の管理者権限を取消したい方の管理者権限「取消」を押す。

…
 

「取消」
を押す
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5. 団体管理者権限の付与・取消 - 取消の場合

団体の管理者権限を取消する会員として問題なければ
「OK」を押す。

「OK」を押す
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5. 団体管理者権限の付与・取消 - 取消の場合

団体の管理者権限取消が完了しました。
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6. 会費のお支払い



団体情報管理画面の「支払い管理」を押す。

6. 会費のお支払い

「支払い管理」
を押す
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「会費支払いはこちら」を押す。

6. 会費のお支払い

「会費支払いはこちら」
を押す
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団体が所属する加盟団体の検索条件を入力し、「検索」を押す。

6. 会費のお支払い

「検索」を押す
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検索結果に表示された会費の中から、
支払う会費の「次へ（会費支払い内容選択）」を押す。

6. 会費のお支払い

「次へ（会費支払内容選択）」
を押す
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会費お支払い内容を選択する。

6. 会費のお支払い
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「団体と団体参加者の会費を両方支払う」
を押す

※「団体の会費のみを支払う」、「団体参加者の会費のみを支払う」からお支払いいただくことも可能です。
次ページ以降は「団体と団体参加者の会費を両方支払う」を選択した際の手順となります。



支払う団体の会費の
「確認して次へ（団体参加者会費選択）」を押す。

6. 会費のお支払い

「確認して次へ（団体参加者会費選択）」
を押す
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支払う団体参加者の会費の「次へ（対象者の選択）」を押す。

6. 会費のお支払い

「次へ（対象者の選択）」
を押す
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選択した会費の支払い対象者を選択し
「選択して次へ（会費支払内容確認）」を押す。

6. 会費のお支払い

「選択して次へ（会費支払内容確認）」
を押す
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さらに異なる団体参加者会費を追加する場合、
「会費を追加・変更」を選択

※団体参加者会費の追加が不要・完了した場合 → P.53へ

6. 会費のお支払い

「会費を追加・変更」
を押す
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追加で支払う団体参加者の会費の「次へ（対象者の選択）」を押す。

6. 会費のお支払い

「次へ（対象者の選択）」
を押す
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選択した会費の支払い対象者を選択し
「選択して次へ（会費支払内容確認）」を押す。

6. 会費のお支払い

「選択して次へ（会費支払内容確認）」
を押す
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お支払内容を確認の上、「お支払へ進む」を押す。

6. 会費のお支払い

「お支払へ進む」
を押す
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お支払内容の最終確認をして、問題なければ「OK」を押す。

6. 会費のお支払い

「OK」を押す
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お支払方法を選択し、「お支払い手続きに進む」を押す。

6. 会費のお支払い

P.56へ

P.59へ

「お支払い手続きに進む」
を押す
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クレジットカード情報を入力し「お支払い手続き内容確認」を押す。

6. 会費のお支払い – クレジットカード払いの場合

「お支払い手続き内容確認」
を押す
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お支払い内容・お支払い方法を確認し、
問題なければ「お支払い手続き完了」を押す。

6. 会費のお支払い – クレジットカード払いの場合

「お支払い手続き完了」
を押す
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お支払いが完了しました。

6. 会費のお支払い – クレジットカード払いの場合
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お支払で利用するコンビニエンスストアを選択し
「お支払い手続き内容確認」を押す。

6. 会費のお支払い –コンビニエンスストア払いの場合

「お支払い手続き内容確認」
を押す
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お支払い内容・お支払い方法を確認し、
問題なければ「お支払い手続き完了」を押す。

6. 会費のお支払い –コンビニエンスストア払いの場合

「お支払い手続き完了」
を押す
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お支払い手続きを受け付けました。
届いたメールをご確認の上、
コンビニエンスストアにてお支払いいただくことでお支払いが完了します。

6. 会費のお支払い –コンビニエンスストア払いの場合
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7. 団体で申し込んだイベント確認



団体情報管理画面の「イベント」を押す。

7. 団体で申し込んだイベント確認

「イベント」を押す
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7. 団体で申し込んだイベント確認

参加イベント一覧の確認ができます。
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