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1. システムの流れ

1. システムの流れ
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1. システムの流れ

1

2

4

まずは団体申込責任者登録を行って頂き、

パスワードを発行します。

責任者登録

承認審査

ログイン

5 選手・役員登録

6 お支払い

7 登録完了

1

2

責任者登録

ログイン

3 選手・役員登録

4 お支払い

5 登録完了

新規団体登録の場合 既存団体登録の場合

3 パスワード発行

支払いを行う選手・役員を選択して

登録料を支払いを行います

支払いを行う選手・役員を選択して

登録料を支払いを行います

次頁より具体的な選手・役員の登録方法の操作説明になります。

昨年度の登録番号がある選手・役員の登録には、登録番号を引き継ぐためご準備が必要になります。
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行

2. 責任者登録
ログインパスワードの発行
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行

1 登録システムにアクセス
https://jabfsystem.com/userGroup/login

パスワードの新規発行

昨年申込をされた申込責任者の方、

または初めて登録される方はパスワード発行が必要なため、

「パスワード新規発行」を押してして下さい。

既に登録済みの方は、

「メールアドレス」と

「パスワード」を入力してログインしてください。
※昨年度申込をされた方は昨年度と同じメールアドレ

スを入力して下さい。

2 メールアドレス入力

「確認」ボタンを押すと、仮パスワードが発行され、

仮パスワードが記載されたメールが届きます。
※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダや受信設定をご確

認ください。

【4.選手・役員登録申請】へ

次ページ【3.団体登録】へ

※注意「ブラウザの戻るボタン」で戻るとエラーが発生してしまうので、ページ内の戻るボタンで戻るようにお願いします。

https://jabfsystem.com/userGroup/login
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行3. 団体登録

3. 団体登録
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3. 団体登録

1 都道府県・団体選択

2 団体を登録・申請

必要な情報を入力の上、「確認」ボタンを押してください。

郵便番号・電話番号はハイフンなしで入力してください。

団体名がリストにない場合は「団体を登録・申請」画面へ

既に団体名が存在する場合は、

「都道府県・団体名」を選択して

「確認」を押してログインしてください。
※昨年度申込をされた方は昨年度と同じメールアドレ

スを入力して下さい。

【4. 選手・役員登録申請】へ

3 承認審査

承認審査が完了しましたら、登録したメールアドレス宛に

仮パスワードが記載されたメールが届きますので、

団体責任者画面に戻り、「メールアドレス」「仮パスワー

ド」を入力してログインしてください。

【4. 選手・役員登録】へ
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

4. 選手・役員登録
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

1 初回ログイン

審査完了後に、登録したメールアドレス送られた「仮パス

ワード」と「メールアドレス」を入力してログイン

2 団体情報登録

初回ログイン時のみ、団体情報入力画面が表示されますの

で、利用規約に同意の上、団体情報・パスワードを設定し

て登録してください。

次回ログイン時はこちらで設定したパスワードでログイン

できます、

※団体種別が一律の場合は表示されている選択肢以外、選

択できません。

次ページ【選手・役員登録申請】へ

初回ログインがお済みの責任者は

そのまま管理画面に遷移します。

次ページ【選手・役員登録申請】へ
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

3 選手・役員登録

昨年度登録済みの方は

登録画面左側メニューの◯◯年度登録より、

ページ中段、「更新登録」に昨年度の登録番号を入力して、

「更新登録」ボタンを押してください。

次ページ【選手・役員登録申請へ

次ページ【選手・役員登録申請】へ

選手・役員登録申請

初めて登録する方は

「新規登録」をお選びください。

※既に登録番号をお持ちの方を

新規登録してしまうケースが増

えております。昨年度以前に登

録済の方は必ず更新登録からお

進み下さい。

次ページ【選手・役員登録申請】へ
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選手・役員登録申請

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

4 情報入力

必要情報を入力の上、アスリートか役員のどちらかを選択

して「追加」ボタンを押してください。

5 登録申請

リストの項目１番左、申請する登録者の、

「申請対象」のチェックボックスにチェックを入れ

「チェックされた方を申請」ボタンを押してください。

6 支払額確認

支払額を確認のうえ、申請ボタンを押してください。

「団体登録費」は毎年度の初回登録時のみのお支払いとな

ります。同年度の2回目以降登録時には表示されません。

次ページ【登録料支払い】へ
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登録料支払い

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

7 登録状況確認

登録画面左側メニュー、「登録状況確認・領収証」

の登録中・申請中リスト画面より現在のステータス

を確認いただけます。

8 登録料支払い

ステータスが未払いの方は、「支払い対象」の

チェックボックスが表示されているので、支払い対

象者にチェックを入れて「チェックした方をお支払

い」ボタンをおして支払い手続きに進んでください。

次ページ【支払い方法の選択】へ

■請求書・払込票の再発行をご希望の場合

銀行振込用の請求書は入金前であれば「登録状況確認・領収

証」ページから再発行が可能となっております。コンビニ払

込票を紛失した場合は、①再発行をご希望の旨 ②団体名

③お名前 ④ご連絡用のメールアドレス ⑤注文番号をお書

き添えの上、info@jabfsystem.comにご連絡ください。

mailto:info@jabfsystem.com


14

9 支払い方法の選択

10 クレジットカード払い

お支払い方法を選択してください。

「支払画面へ」を押すと決済代行システム「ペイジェン

ト」の画面に遷移します。

次ページ【コンビニ支払い】へ

【6.コンビニ・郵便局払込票の送付】へ

【7.請求書の発行（銀行振込）】へ

■クレジットカード払い画面

必要事項を入力したら、

「入力内容を確認する」を押し、

確認できたら「お支払い」を押してください。

ご契約のクレジットカードによっては３Dセキュアと呼ば

れるクレジットカード本人認証用の画面が表示される場合

もございます。

その際、契約会社によってID・パスワードの入力を求めら

れる場合がございますので、詳しくはご契約のクレジット

カード会社までお尋ねください。

お支払い完了です。

システム側の反映に数分ほど時間がかかる場合があります

ので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

クレジット支払い

支払い方法の選択

4. 選手・役員登録



15

11 コンビニ・郵便局払込票の送付

■払込票送付先の入力

払込票の送付先住所を入力してください。

※入力した情報は払込票に印字されます。

①ゆうちょ銀行・郵便局
払込機能付きATM、または窓口にてお支払いください。

②コンビニエンスストア
レジにてお支払いください。

下記のコンビニエンスストアでご利用いただけます。

セブンーイレブン/ローソン/ファミリーマート/ミニストップ/デイ

リーヤマザキ/ヤマザキデイリーストアー/ヤマザキスペシャル

パートナーショップ/ニューヤマザキデイリーストア/MMK（マル

チメディアキオスク設置店）/ポプラ/スリーエイト/生活彩家、く

らしハウス/セイコーマート/ハマナスクラブ

「コンビニ・郵便局払込票の送付」では、総額10,000円以下の場

合300円、10,001円以上の場合、150円＋総額の1.5%の手数料

（税別）が加算されます。

「コンビニ・郵便局払込票の送付」をお選び頂いた場合、1週間程

度で払込票をご登録頂いた住所宛にお送り致しますので、書面に

記載された案内に従いお支払い下さい。

「コンビニ・郵便局払込票の送付」では、一度のお支払い総額が

30万円までとなりますのでご注意下さい。上限金額を超える場合

は、恐れ入りますが複数回に分けてご利用下さい。

ご入金頂いてから、システム側で支払い完了に切り替わるまで1日

程度かかりますので、予めご了承ください。

次ページ【請求書の発行】へ

■お支払い

お支払伝票がお手元に届きましたら、

速やかにお支払いください。

お支払い後、システム側への反映に2日ほど時間がかかる

場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

コンビニ・郵便局払込票の送付

4. 選手・役員登録
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12 請求書の発行（銀行振込）

「請求書を発行する」ボタンを押してください。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の宛名・

敬称に変更出来ます。入金前であれば「登録状況確認・領

収証」ページからも請求書を再発行することが出来ます。

■お支払い

請求書を印刷してATMや銀行窓口でお支払いください。

システム側の反映に１時間ほど時間がかかる場合がありま

すので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

※振込手数料にいてはお振込者様にてご負担いただくよう

お願い申し上げます。

※請求書ごとに口座番号が異なるため、請求書に記載の金

額通りご入金ください。

複数枚請求書がある場合も金額を合算せず１枚ずつご入金

頂くようお願い致します。

請求書の発行（銀行振込）

4. 選手・役員登録

13 お支払いキャンセル・変更

クレジットカード支払いに失敗してしまった場合など、

一度「支払いキャンセル」ボタンを押して再度支払い手続

きを再開できます。

※キャンセル前に発行された請求書は使用せず破棄してく

ださい。

※支払い後の入金反映待ち状態でキャンセルしないようご

注意ください。

もし支払い方法を変更したい場合も、まだお支払いがお済

みでなければ、一度キャンセルを行ってからから別の支払

い方法でお手続きいただけます。

次ページ【14. 領収証確認】へ
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領収証発行

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

14 領収証確認

「領収証印刷」ボタンから領収証をご確認いただけ

ます。選手・役員個人ごとの「個別領収証」と支払

いごとの「おまとめ領収証」を印刷することが出来

ます。

15 領収証印刷

領収証画面の上部「印刷する」ボタンから領収証を

印刷いただけます。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の

宛名・敬称に変更出来ます。

次ページ【個人アカウント作成】へ

※領収証ボタンが押せるのはクレジットカード払い、ま

たは銀行振込のみとなります。

※コンビニ払いは領収証の代わりに請求明細書を印刷す

ることが出来ます。

■銀行振込で5万円以上の領収証の場合、領収証のPDFを

ヘルプデスクまでご送付頂くことで収入印紙付き領収証

を日本連盟事務局よりお送りさせて頂きます。

①収入印紙添付をご希望の旨 ②お名前 ③ご連絡用の

メールアドレス ④領収証のPDF

をお書き添えの上、

info@jabfsystem.comにご連絡ください。

mailto:info@jabfsystem.com
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個人アカウント作成

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行4. 選手・役員登録

16 ステータス確認

「支払い済確認済み」の方は右のようなボタンが表

示され、各種変更・作成が行えるようになります

17 個人アカウント作成

「個人アカウント作成」ボタンから右の画面に遷移

したら、アカウントマイページ用のメールアドレス

を登録してください。入力頂いたメールアドレス宛

にログインに必要なURL・ID（登録番号）・仮パス

ワードを自動送信します。

※他選手・役員と同一のメールアドレスは入力エ

ラーとなります。

18 マイページログイン

選手・役員宛に送信されたメールに記載されたURL

から「選手・役員ログイン」ページにアクセスし、

登録番号と仮パスワードを入力することでアカウン

トマイページにログインできます。

選手・役員ログインページ

https://jabfsystem.com/user/login

※選手・役員ログインページのIDにはメールアドレ

スではなく登録番号を入力ください

https://jabfsystem.com/user/login
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4. 選手・役員登録

19 写真アップロード

登録証・役員証写真アップロード

メニューから「登録状況確認・領収証」を選択して、支払

済の選手・役員の「写真追加変更」を押してください。

「ファイルを選択」よりアップロードしたい画像を選択し、

「確認」を押してください。

20 確認

写真の変更を確認し、問題なければ「送信」を押します。

■アップロードする写真について
推奨アップロードサイズ 3：4(幅:高さ)
サイズは300×400ピクセル以上の画像を使用してく
ださい。
写真は正面を向いた顔が鮮明に写っているものを
アップロードするようにしてください。

21 登録証の確認

メニューから「登録証表示」に行き、

登録証に投稿した写真が反映されているか

確認してください。

顔が切れてしまっていたり、小さすぎたりした場合は

写真を3：4（幅：高さ）にトリミングして
再度写真をアップロードしてください。
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行5. 各種登録情報変更

5. 各種登録情報変更
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行5. 各種登録情報変更

1 申込責任者情報変更

登録画面左側メニュー、「申込責任者情報変更

」のより団体責任者の情報を変更できます。

2 個人アカウント変更

「登録状況確認・領収証」画面の登録中・申請中リ

ストより、

登録証の写真変更は「写真追加変更」ボタンから、

個人アカウントのメールアドレスは「個人アカウン

ト変更」から行えます。
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行6. 登録証表示

6. 登録証表示
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行6. 登録証表示

1 登録証表示

登録画面左側メニュー、「登録証情報表示」より団

体に所属する選手・会員の登録証を表示・印刷する

ことができます。

※年間登録費のお支払いと、写真の登録がされてい

る選手・会員のみ表示されます。

写真の登録が済んでいない方

【5. 各種登録情報変更】の個人アカウント変更へ
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行7. 手帳購入

7. 手帳購入
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7. 手帳購入

1 購入したい冊数を入力

2 手帳送付先の入力

メニューを「手帳購入・領収証」を選択してください。

各色の購入数を入力し、

「手帳送付先入力」を押してください。

3 確認

各色の購入数、金額、送付先住所を確認して、「支払い

へ」を押してください。

手帳の送付先を入力してください。

次ページ【4.支払い方法選択】へ

手帳送付先入力まで
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7. 手帳購入

4 支払い方法の選択

5 クレジットカード払い

お支払い方法を選択してください。

「支払画面へ」を押すと決済代行システム「ペイジェン

ト」の画面に遷移します。

次ページ【6.コンビニ支払い】へ

【6.コンビニ・郵便局払込票の送付】へ

【7.請求書の発行（銀行振込）】へ

■クレジットカード払い画面

必要事項を入力したら、

「入力内容を確認する」を押し、

確認できたら「お支払い」を押してください。

ご契約のクレジットカードによっては３Dセキュアと呼ば

れるクレジットカード本人認証用の画面が表示される場合

もございます。

その際、契約会社によってID・パスワードの入力を求めら

れる場合がございますので、詳しくはご契約のクレジット

カード会社までお尋ねください。

お支払い完了です。手帳発送準備を進めますのでお届けま

でお待ちください。

※お支払い後、システム側の反映に数分ほど時間がかかる

場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

クレジット支払い

支払い方法の選択
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7. 手帳購入

6 コンビニ・郵便局払込票の送付

■払込票送付先の入力

払込票の送付先住所を入力してください。

※入力した情報は払込票に印字されます。

①ゆうちょ銀行・郵便局
払込機能付きATM、または窓口にてお支払いください。

②コンビニエンスストア
レジにてお支払いください。

下記のコンビニエンスストアでご利用いただけます。

セブンーイレブン/ローソン/ファミリーマート/ミニストップ/デイ

リーヤマザキ/ヤマザキデイリーストアー/ヤマザキスペシャル

パートナーショップ/ニューヤマザキデイリーストア/MMK（マル

チメディアキオスク設置店）/ポプラ/スリーエイト/生活彩家、く

らしハウス/セイコーマート/ハマナスクラブ

「コンビニ・郵便局払込票の送付」では、総額10,000円以下の場

合300円、10,001円以上の場合、150円＋総額の1.5%の手数料

（税別）が加算されます。

「コンビニ・郵便局払込票の送付」をお選び頂いた場合、1週間程

度で払込票をご登録頂いた住所宛にお送り致しますので、書面に

記載された案内に従いお支払い下さい。

「コンビニ・郵便局払込票の送付」では、一度のお支払い総額が

30万円までとなりますのでご注意下さい。上限金額を超える場合

は、恐れ入りますが複数回に分けてご利用下さい。

ご入金頂いてから、システム側で支払い完了に切り替わるまで1日

程度かかりますので、予めご了承ください。

次ページ【7.請求書の発行】へ

■お支払い

お支払伝票がお手元に届きましたら、速やかにお支払いく

ださい。お支払い後、手帳発送準備を進めますのでお届け

までお待ちください。

※お支払い後、システム側の反映に２日ほど時間がかかる

場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

コンビニ・郵便局払込票の送付
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7. 手帳購入

請求書の発行（銀行振込）

7 請求書の発行（銀行振込）

「請求書を発行する」ボタンを押してください。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の宛名・

敬称に変更出来ます。入金前であれば注文履歴からも請求

書を再発行することが出来ます。

■お支払い

請求書を印刷してATMや銀行窓口でお支払いください。お

支払い後、手帳発送準備を進めますのでお届けまでお待ち

ください。

※お支払い後、システム側の反映に１時間ほど時間がかか

る場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認くださ

い。

※振込手数料にいてはお振込者様にてご負担いただくよう

お願い申し上げます。

※請求書ごとに口座番号が異なるため、請求書に記載の金

額通りご入金ください。

複数枚請求書がある場合も金額を合算せず１枚ずつご入金

頂くようお願い致します。

8 お支払いキャンセル・変更

クレジットカード支払いに失敗してしまった場合など、

一度「支払いキャンセル」ボタンを押して再度支払い手続

きを再開できます。

※キャンセル前に発行された請求書は使用せず破棄してく

ださい。

※支払い後の入金反映待ち状態でキャンセルしないようご

注意ください。

もし支払い方法を変更したい場合も、まだお支払いがお済

みでなければ、一度キャンセルを行ってからから別の支払

い方法でお手続きいただけます。

次ページ【9. 領収証確認】へ
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領収証発行

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行7. 手帳購入

9 領収証確認

「領収証印刷」ボタンから領収証をご確認いただけ

ます。

10 領収証印刷

領収証画面の上部「印刷する」ボタンから領収証を

印刷いただけます。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の

宛名・敬称に変更出来ます。

※領収証ボタンが押せるのはクレジットカード払い、

または銀行振込のみとなります。

※コンビニ払いは領収証の代わりに請求明細書を印刷

することが出来ます。

■銀行振込で5万円以上の領収証の場合、領収証のPDF

をヘルプデスクまでご送付頂くことで収入印紙付き領

収証を日本連盟事務局よりお送りさせて頂きます。

①収入印紙添付をご希望の旨 ②お名前 ③ご連絡用

のメールアドレス ④領収証のPDF

をお書き添えの上、

info@jabfsystem.comにご連絡ください。

mailto:info@jabfsystem.com
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行8. 大会エントリー

8. 大会エントリー
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1 支払い対象選択

左側メニューの大会エントリー状況確認・領収書→「選抜

エントリー辞退/支払い」をクリックし、エントリー料金を

支払いたい選手を左側のチェックボックスで選択し、下の

「チェックした方を支払い」ボタンを押してお進み下さい。

2 確認

選手名・大会名・階級・金額を確認して、「支払い方法選

択へ」ボタンを押してください。

【4.支払い方法選択】へ

選抜エントリーの場合

8. 大会エントリー

【3.出場辞退】へ

「出場辞退」ボタンを押すと大会

出場を辞退することが出来ます。

3 出場辞退

選手名・大会名・階級・金額を確認して、「出場辞退」ボ

タンを押すと辞退完了となります。

※一度辞退完了すると辞退を取り消すことは出来ませんの

でご注意下さい。
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4 支払い方法の選択

5 クレジットカード払い

お支払い方法を選択してください。

「支払画面へ」を押すと決済代行システム「ペイジェン

ト」の画面に遷移します。

【6.請求書の発行（銀行振込）】へ

■クレジットカード払い画面

必要事項を入力したら、

「入力内容を確認する」を押し、

確認できたら「お支払い」を押してください。

ご契約のクレジットカードによっては３Dセキュアと呼ば

れるクレジットカード本人認証用の画面が表示される場合

もございます。

その際、契約会社によってID・パスワードの入力を求めら

れる場合がございますので、詳しくはご契約のクレジット

カード会社までお尋ねください。

お支払い完了です。

※お支払い後、システム側の反映に数分ほど時間がかかる

場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認ください。

クレジット支払い

支払い方法の選択

8. 大会エントリー

次ページ【6.請求書の発行】へ

※大会エントリー費の場合、コンビニ・

郵便局払込票は選択出来ません。
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請求書の発行（銀行振込）

6 請求書の発行（銀行振込）

「請求書を発行する」ボタンを押してください。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の宛名・

敬称に変更出来ます。入金前であれば注文履歴からも請求

書を再発行することが出来ます。

■お支払い

請求書を印刷してATMや銀行窓口でお支払いください。

※お支払い後、システム側の反映に１時間ほど時間がかか

る場合がありますので暫くお待ち頂いてからご確認くださ

い。

※振込手数料にいてはお振込者様にてご負担いただくよう

お願い申し上げます。

※請求書ごとに口座番号が異なるため、請求書に記載の金

額通りご入金ください。

複数枚請求書がある場合も金額を合算せず１枚ずつご入金

頂くようお願い致します。

7 お支払いキャンセル・変更

クレジットカード支払いに失敗してしまった場合など、

一度「支払いキャンセル」ボタンを押して再度支払い手続

きを再開できます。

※キャンセル前に発行された請求書は使用せず破棄してく

ださい。

※支払い後の入金反映待ち状態でキャンセルしないようご

注意ください。

支払い方法を変更したい場合、まだお支払いがお済みでな

ければ、一度キャンセルを行ってからから別の支払い方法

でお手続きいただけます。

次ページ【8. 領収証確認】へ

8. 大会エントリー
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領収証発行

2. 責任者登録・ログインパスワードの発行

8 領収証確認

「領収証印刷」ボタンから領収証をご確認いただけ

ます。

9 領収証印刷

領収証画面の上部「印刷する」ボタンから領収証を

印刷いただけます。

上部のテキストボックスを変更することで、任意の

宛名・敬称に変更出来ます。

■銀行振込で5万円以上の領収証の場合、領収証のPDF

をヘルプデスクまでご送付頂くことで収入印紙付き領

収証を日本連盟事務局よりお送りさせて頂きます。

①収入印紙添付をご希望の旨 ②お名前 ③ご連絡用

のメールアドレス ④領収証のPDF

をお書き添えの上、

info@jabfsystem.comにご連絡ください。

8. 大会エントリー

mailto:info@jabfsystem.com
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10 選手エントリー

大会エントリー→「通常エントリー/支払い」をクリックし、申込大会を選択、申請対象をチェックし、申込階級を選びます。

エントリーさせる選手の選択が終わりましたら、「チェックした方をエントリー」を押します。

11 エントリー情報入力

試合時公表用の所属団体名とふりがな、戦績を入力し、「エントリー内容を確認」を押します。

通常エントリーの場合

8. 大会エントリー

12 エントリー内容確認

他のエントリーを続けたい場合は「エントリーを続ける」を押してエントリー選手を追加し、問題なければ「支払い方

法選択へ」を押してお進みください。以降の流れは【 4.支払い方法の選択】以降と同様となります。
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13 返金について

返金等のルールについては、各大会毎に異なるため、詳細は大会主催の連盟までお問い合わせ下さいますようお願い申し上

げます。エントリー済みの大会に返金等の補足事項がある場合、「大会エントリー状況確認・領収証」→「支払いキャンセ

ル・再支払い」の下部分に表示されますのでこちらも合わせてご参照ください。

8. 大会エントリー
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行9. パスワードをお忘れの方

9. パスワードをお忘れの方
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9.パスワードをお忘れの方

１ 再設定画面へのアクセス

ログイン画面にアクセスし、ログインボタン下の

「パスワードをお忘れの方はこちら」にアクセスしてくだ

さい。

パスワードの再設定方法

2 メールアドレスを入力

3 パスワードを変更

新しいメールアドレスを入力してください。

確認画面で「送信」を押すと新しいメールアドレス宛にパ

スワード変更用のURLをお送りいたします。

お送りしたメールに書かれているURLにアクセスすると

パスワード変更画面にアクセスできます。

■メールが送られてこない方

迷惑メールボックスに振り分けられている場合があります

ので、ご確認ください。

メールは「noreply@jabfsystem.com」から送られてきます。

メールの設定で受信できるように設定してください。

また、送られるメールは自動送信のため返信していただい

ても確認できませんのでご注意ください。

新パスワードを入力してください。

「送信」ボタンを押すとパスワードの変更が完了します。

mailto:noreply@jabfsystem.com
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行10. よくあるご質問

10.よくあるご質問
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行

１

よくあるご質問について

10. よくあるご質問

システムに関してのよくあるご質問は

下記のURLにアクセスしてご確認お願いいたします。

https://jabfsystem.com/userGroup/help

https://jabfsystem.com/userGroup/help
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行11. お問い合わせ先

11.お問い合わせ先
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2. 責任者登録・ログインパスワードの発行11. お問い合わせ先

１登録システムについて
マニュアルやよくある質問をご覧いただいても解決しないご質問に関しては
お問い合わせください。
内容を確認の上、ヘルプデスクより回答させて頂きます。
※お返事までは数日いただく場合がございます。

■ヘルプデスク宛お問い合わせフォーム
https://forms.gle/uPoZszDtbeDPFoBUA

※jabfsystem.comからのドメイン指定受信の設定をご確認下さい。迷惑メールフォルダに振り
分けられてしまう可能性もございます。それでも返信がない場合はヘルプデスクまでご連絡下さ
い。
またヘルプデスクから返信がない場合、こちらからの返信メールも受信出来ていない可能性がご
ざいますので、お手数ですが違うメールアドレスからお試し頂くようお願い致します。

お問い合わせについて(平日11:00～18:00)
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