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（公財）日本卓球協会 会員登録システム 入金情報確認ガイド 

（地区・支部責任者向けガイド、2020/03/03 版） 

 

 本書は地区・支部が、設定したチーム登録料・会員登録料の都道府県卓球協会／連盟からの入金情報

の確認を行うためのガイドです。 

 「加盟登録料金内訳表」（P.4～）は、都道府県卓球協会／連盟が日本卓球協会に振込する登録料の

確認に使用します。地区・支部は、登録者数の確認にご活用ください。 

 

 「補足 1：［ご参考］加盟登録料金内訳表の出力について」（P.4 参照） 

◎「加盟登録料金内訳表」は、都道府県卓球協会／連盟用の機能です。 

日本卓球協会への登録料は、都道府県卓球協会／連盟がまとめて納入します。 

地区・支部から登録料納入がされないよう、ご注意ください。 

 

◎地区・支部は、自団体に所属（登録完了）した個人会員数の集計に活用することができます。 

    「加盟登録料金内訳表」の登録料は、日本卓球協会、都道府県卓球協会／連盟の登録料で算出し

ています。地区・支部の登録料で算出はされませんのでご注意ください。 

 

 

自団体への請求番号単位の入金を確認します。 

 

自団体へのチーム登録料の入金明細を確認します。 

自団体への会員登録料の入金明細を確認します。 

都道府県卓球協会／連盟からの自団体への振込金額を確認し

ます。 

1.入金一覧の検索 

（P.2 参照） 

2.チーム登録料入金明細

の確認（P.4 参照） 

  

3.会員登録料入金明細の

確認（P.6 参照） 

4.振込明細の確認 

（P.8 参照） 

※ 加盟登録料金内訳表は、日本卓球協会の設定する登録料を全額納付して所属（登録完了）

となった種別・性別で集計されています。 

登録の変更や種別・性別の訂正は反映されていません。 

※ 出力した加盟登録料金内訳表に、計算式は設定されていません。 
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1. 入金一覧の検索 

「入金明細一覧」は、チームが登録料を納入する際の請求番号を 1 単位とし、チーム名・入金日・チーム

登録料・会員登録料・会員数・手数料等の項目を一覧形式で表示します。 

※自団体（都道府県卓球協会／連盟および配下の地区・支部）の検索が可能です。 

 

① 責任者マイページ「請求・入金情報管理」セクションの「入金一覧検索」リンクをクリックします。 

 

 

② 入金明細検索で、該当年度等を選択して「検索」ボタンをクリックします。 
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③ 検索結果が一覧表示されます。（表示順は、入金日の降順です）。 

  表内の「手数料（Ｃ）」が「０
ゼロ

」の場合は、「入金済処理」であることを示します。 

会員登録料の支払対象者の確認には、該当する「請求番号」リンクもしくは「詳細」リンクをクリッ

クしてください。 

 

※「Excel 出力」をクリックすると、入金明細一覧をダウンロードすることができます。 

（計算式は入っていません）。 

 

 

④ 入金情報ページが表示されます。 

 

※「入金済処理」を行った入金情報には、「お支払金額」のみが表示されます。 
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―中略― 

2. チーム登録料入金明細の確認 

 

① マイページの「請求・入金情報管理」セクション内にある「入金情報」メニューから「チーム登録料

入金明細」リンクをクリックします。 

 

 

② 入金明細の検索画面が表示されます。 

検索する期間と、対象となるチーム区分を選択し、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 検索条件に合致する入金明細が一覧で表示されます。 

表示される項目は、以下の通りです。 
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 入金明細一覧画面項目 

項目名 説明 

チームコード チームのチームコードです。 

チーム ID（内部管理番号） チームのチーム ID（内部管理番号）です。 

チーム名 チームの名前です。 

所属都道府県 チームが所属する都道府県です。 

所属地区・支部 チームが所属する地区です。 

所属チーム区分 チームのチーム区分です。 

請求日 請求書が発行された日です。 

入金日 入金が行われた日です。 

入金金額内訳 チーム登録料の内訳が表示されます。 

 日本卓球協会 日本卓球協会が設定したチーム登録料が表示されます。 

 都道府県協会／連盟 都道府県が設定したチーム登録料が表示されます。 

 追加料金 
都道府県卓球協会／連盟が、チーム承認時に追加徴収を行って

いた場合、徴収時に設定した金額が表示されます。 

 地区・支部 地区が設定したチーム登録料が表示されます。 

合計 チーム登録料の合計金額が表示されます。 

 

④ 検索結果を Excel 形式で出力する場合、ページ下部に表示されている「Excel 出力」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

⑤ データ抽出が行われますので、データ抽出が完了するまでお待ちください。 

データ抽出が完了すると、「ダウンロード」ボタンが表示されます。 

「ダウンロードする」ボタンをクリックすると、Excel 形式で検索結果をダウンロードできます。 
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―中略― 

3. 会員登録料入金明細の確認 

 

① マイページの「請求・入金情報管理」セクション内にある「入金情報」メニューから「会員登録料入

金明細」リンクをクリックします。 

 

 

② 入金明細の検索画面が表示されます。 

検索する期間と、対象となるチーム区分を選択し、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 検索条件に合致する入金明細が一覧で表示されます。 

表示される項目は、以下の通りです。 
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 入金明細一覧画面項目 

項目名 説明 

会員 ID 会員の ID です。システムで自動採番されます。 

氏名 会員の氏名です。 

チームコード チームのチームコードです。 

チーム ID（内部管理番号） チームのチーム ID（内部管理番号）です。 

チーム名 チームの名前です。 

所属都道府県 チームが所属する都道府県です。 

所属地区・支部 チームが所属する地区です。 

所属チーム区分 チームのチーム区分です。 

所属区分 1 選手、選手兼役職者、役職者の区分が表示されます。 

所属区分 2 選手、役職者の登録種別が表示されます。 

請求日 請求書が発行された日です。 

入金日 入金が行われた日です。 

入金金額内訳 会員登録料の内訳が表示されます。 

 日本卓球協会 日本卓球協会が設定した会員登録料が表示されます。 

 都道府県協会／連盟 都道府県が設定した会員登録料が表示されます。 

 地区・支部 地区が設定した会員登録料が表示されます。 

合計 会員登録料の合計金額が表示されます。 

 

④ 検索結果を Excel 形式で出力する場合、ページ下部に表示されている「Excel 出力」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

⑤ データ抽出が行われますので、データ抽出が完了するまでお待ちください。 

データ抽出が完了すると、「ダウンロード」ボタンが表示されます。 

「ダウンロードする」ボタンをクリックすると、Excel 形式で検索結果をダウンロードできます。 
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4. 振込明細の確認 

 

① マイページの「請求・入金情報管理」セクション内にある「入金情報」メニューから「振込明細」リ

ンクをクリックします。 

 

 

② 振込明細の検索画面が表示されます。 

検索する期間を選択し、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 指定した期間の入金情報が表示されます 

  入金情報は「A.自団体への振込金額」、「B.地区・支部設定金額の総額と内訳」がそれぞれ表示され

ます。 

A. 自団体への振込金額 

 

※ 自団体への振込情報では、都道府県卓球協会／連盟から振り込まれる金額を確認できます。 
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項目名 説明 

都道府県卓球協会／連盟からの振

込金額 

都道府県卓球協会／連盟から振り込まれる金額の名目が表示さ

れます。 

チーム登録料 振込金額の内、チームの登録料が表示されます。 

会員登録料 振込金額の内、会員登録料が表示されます。 

合計 チーム登録料、会員登録料の合計（振込金額）が表示されます。 

 

B. 地区・支部設定金額の総額と内訳 

  

※ 地区・支部の設定額情報では、自団体が設定した登録料の内訳と合計を確認できます。  

 

項目名 説明 

チーム区分 チームのチーム区分です。 

チーム数 登録料が支払われたチーム数が表示されます。 

チーム登録料 地区が設定したチーム登録料の合計が表示されます。 

個人会員数 登録された会員数が表示されます。 

 男子 男子会員の数が表示されます。 

 女子 女子会員の数が表示されます。 

 合計 男子・女子会員の合計が表示されます。 

会員登録料 地区が設定した会員登録料の合計が表示されます。 

合計 
地区が設定したチーム登録料と会員登録料の合計が表示されま

す。 

 

③ 「A.自団体への振込情報」に表示されている金額が、都道府県卓球協会／連盟から振り込まれた金額

と一致しているかをご確認ください。 
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補足 1：［ご参考］加盟登録料金内訳表の出力について 

「加盟登録料金内訳表」は、都道府県卓球協会／連盟が自団体の登録料を算出するための機能です。 

日本卓球協会への登録料納入は、都道府県卓球協会／連盟がまとめて行います。 

加盟登録料金内訳表は、日本卓球協会の設定する登録料を全額納付して所属（登録完了）となった種別・

性別で集計され、登録の変更や種別・性別の訂正は反映されていません。 

地区・支部は、上記集計法の自団体所属（登録完了）個人会員数を集計することはできます。 

 

① マイページの「請求・入金情報管理」セクション内にある「入金情報」メニューから「加盟登録料内

訳表出力」リンクをクリックします。 

 

 

② 加盟登録料内訳表を出力する対象機関の設定画面が表示されます。 

出力する年度および期間を選択し、「加盟登録料内訳表出力」ボタンをクリックします。 

 

 

③ 指定された期間の登録者数が、該当する地区・支部の所属数です。 

地区・支部の登録料で算出はされませんのでご注意ください。 

 

 

※ 指定された期間に日本卓球協会の設定額を全額ではなく差額分のみ支払った登録がある場合は、

Excel ファイルの「差額明細」シートに一覧で出力されます。 

 

以上 

「加盟登録料金内訳表」の登録料は、

日本卓球協会、都道府県卓球協会／連

盟の登録料で算出しています。 

地区・支部の登録料で、算出はされま

せん。 


