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変更履歴 

 
日付 変更内容 
平成 19 年 2 月 17 日 第 0.8 暫定版リリース 
平成 19 年 3 月 14 日 第 1.0 正式版リリース 
平成 19 年 3 月 15 日 訂正（p.5, 7, 20, 21, 22） 
平成 19 年 3 月 16 日 第 1.1 版、加入コード周知等に関する記述を追加（p.4, 16, 19） 
平成 19 年 4 月 27 日 第 1.2 正式版リリース 
平成 19 年 5 月 31 日 第 1.3 正式版リリース 
平成 19 年 6 月 4 日 訂正（p.4, 5, 9, 11, 24） 
  
 
※本文書についてお気づきの点がありましたら、以下までメールにてご連絡賜りますようお願い

申し上げます。 
Email: support@jvamrs.jp 
 

凡例 

 
 
 

  ～ 
 

 ～ 
 

この表示は操作に関する内容や手順を示しています。 

   この表示は操作に関する注意点を示しています。 

「」 この表示はリンク文字を示しています。 

【】 この表示はボタンを示しています。 
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４．チーム／組織の新規登録手順 

 チーム／組織を登録するには、以下のステップで登録を行ってください。 
①基本情報登録 
■ステップ１：メールアドレスの入力 
■ステップ２：確認メール受信、URL クリック 
■ステップ３：チーム／組織種別選択 
■ステップ４：加入コード入力 
■ステップ５：チーム／組織代表者の情報入力 
■ステップ６：責任者の情報入力 
■ステップ７：入力内容の確認 
②上部組織からの承認 
 上部組織責任者等による加入承認がなされるとメールで通知されます。 
 「５．２ 上部組織に関する操作」で所属状態をご確認ください。 
③配下組織への加入コード周知 
 ご登録された組織の加入コードを配下選手／組織に周知してください。 
 「５．１ 自チーム／組織に関する操作」をご参照ください。 
④配下選手／組織からの加入申請の承認または却下 
 配下選手／組織からの加入申請がありますので、確認して承認または却下を行ってください。 
 
 http://jvamrs.jp/ を開いてください。 
PC 用 TOP 画面 

 

 

携帯用 TOP 画面 

 

 
 
 

 チーム／組織・新規登録画面へ 

チーム／組織の新規登録や登録内容を

変更したい方は TOP ページ中の「チー

ム／組織責任者 TOP」をクリック 

ⅰモード、EZweb 等の Internet で次の URL

を入力すると上の画面を開くことができま

す。http://jvamrs.jp/ 

フルブラウザ、PC サイトビューアー、PC サ

イトブラウザではアクセスできません。 
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 以下のようなチーム／組織責任者ログイン・新規登録画面が表示されます。 

 

         

 
（中略） 

 
  ステップ 1 へ 

ステップ１：メールアドレスの入力 

 
ステップ 2 へ 

 メールアドレスを入力  確認のため同じメ

ールアドレスをもう一度入力 
【登録する】をクリック 

 

 

・メールアドレスは「+」「/」「?」を含まない 50
文字以内のものをご登録ください。 
・携帯電話のメールアドレスを登録した場合、こ

れ以降の登録作業は携帯電話で行います。 

新規登録するには【新規登録】ボタンをクリック 

【利用規約に同意する】をクリック 
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ステップ２：確認メール受信、URL クリック 

 

 

  

 

同時に左のようなメールが届きます。 
 

ステップ３：チーム／組織種別選択 

ここではチーム登録の手順を以下で説明します。他の組織登録も同様の手順で行ってください。 

 
 ステップ 4 へ 

 メール内の URL（実際の表示と異なります）

をクリック 
 ステップ 3 へ  

クリックしてもステップ 3 が表示されないとき

は、URL をコピーしてブラウザのアドレス欄に

貼付けてください。 

 

 
 チーム責任者としてチーム登録する方は、チ

ームを選択 
 【次へ進む】をクリック 

メールアドレスの登録が完了しました。 
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ステップ４：上部組織の加入コード入力 

 
 

 ステップ 5 へ 

ステップ５：チーム／組織の主要項目と代表者情報の入力 

 必須項目を入力し、組織情報を登録します。 

 
  【次へ進む】をクリックし、ステップ 6 へ 

 上部組織の加入コード（12 桁）を入力 【組

織の確認】をクリック 
【次へ進む】をクリック 

住所２、代表者メールアドレス、JVA メ

ンバーID はオプション（任意入力項目）

です。未登録の間は、空欄のままで次へ

進んでください。 

全国連盟にて「JVA 会費チーム一括支払

必須」設定が『必須』となっている場合

は、チーム責任者が「一括支払／個人支

払」を選択することはできません。 

受け付けられない漢字の場合は、代用漢

字を入力してください。 

・加入コードがわからない場合は上部組織責任者

様にお尋ねください。 
・Macintosh などお使いの場合は【組織の確認】

ボタンを使用できませんが、【次へ進む】を押すと

確認結果が表示されます。 

 

 

チーム代表者と責任者１が同一人物の

場合は、チェックしていただくと責任者

１の情報入力を省略できます。 
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 ここで全国連盟とチームの場合には、他の組織と異なる点がありますので、以下に整理します。 

全国連盟固有の登録内容 

 全国連盟には、他の組織とは異なり、次の項目があります。 

必須の場合 配下のチームは必ずチーム一括支払いを行います。 JVA 会費チー

ム一括支払必

須 任意の場合 
配下のチームが、個々に「チーム一括支払い」か「個人支払

い」を選択できるようになります。 

重複登録許可

チーム数 

通常 1 人のメンバーは最大 3 チームに属すことができますが、高体連のように

1 人がその連盟内の 1 チームにしか属してはならない場合に、「重複登録許可

チーム数」を１にすると、配下のチームへの加入申請において、選手の複数チ

ームへの所属を防げます。他連盟のチームへの加入は、３チーム以内であれば

妨げません。 

重複登録通知 

この項目にチェックがつけられている場合，その連盟の配下チームの選手が他

のチームへ重複して加入申請する場合に、〈その選手が既に加入しているチー

ム〉及び〈新たな加入申請先のチーム〉の直属の都道府県連盟責任者に申請内

容をメールで通知します。 

 

チーム固有の登録内容 

 チームには、他の組織とは異なり、次の項目があります。 
男女別 男女別を選択します。 
6 人制／9 人制 6/9/6･9 人制別を選択します。 
PR ポイント PR ポイントを全角 150 文字以内で入力します。 
ホームページ

URL（任意） 
チームのホームページがあれば、その URL を入力します。 

JVA 会費チー

ム一括支払 

全国連盟の必須

設定が任意の場

合のみ 

「チーム一括支払い」か「個人支払い」を選択できます。

チーム責任者が任意の時点で支払い対象者（選手）を選定

して一括支払い請求書を発行できます。 

公開の場合 

MRS に登録されたメンバー、責任者は誰でもそのチーム

の加入コードを閲覧でき、メンバーはカテゴリー登録時、

加入コード公開チーム検索結果で【加入】を押すことで（加

入コードを入力しなくても）加入申請できます。 
加入コード公

開 

非公開の場合 
チーム責任者は加入希望者に加入コードを伝える必要が

あります。いたずらの加入申請が予想される場合は「非公

開」にしてください。 

会費について 

 全国連盟ごとに定められるメンバー会費は、JVA が決定して入力します。 
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ステップ６：責任者の情報入力 

（１）ステップ 5 にて「代表者が責任者 1 を兼任する」にチェックをいれなかった場合 
責任者 1 の情報を入力します。 

 
              【次へ進む】をクリック 
（２）ステップ 5 にて「代表者が責任者 1 を兼任する」にチェックをいれた場合 
パスワードの入力のみ要求されます。 

 

   ステップ 7 へ 

任意のパスワードを 2 回入力 

パスワードはログイン時に必要となり

ます。忘れないようご注意ください。 

 任意のパスワードを 2 回入力 
【次へ進む】をクリック 

 

 

責任者１、責任者２それぞれが設定し

ます（共通ではありません）。パスワー

ドはログイン時に必要となります。忘

れないようご注意ください。 

住所２、JVA メンバーID はオプション

です。 
未登録の間は、空欄のままで次へ進ん

でください。 
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ステップ７：入力内容の確認 

 
          （中略） 

 

              

 
これでチームの登録が完了します。 

 このとき、登録したメールアドレス宛てに組織登録完了通知メールが自動的に送信されます。

届いたメールをご確認ください。 
 
 
 

登録完了画面にて責任者 ID
が表示されます。責任者 ID は

ログイン時に必要です。忘れ

ないようにご注意ください。 

【登録する】をクリック 

＜選手登録について＞ 
 選手の登録は、チームの登録完了後、上部組織責任者様に加入申請を承認された後で

行うことができます。 
 チーム責任者様がまとめて選手登録される場合でも、選手を一括登録いただく特別な

方法はありません。メンバーTOP ページから 1 人ずつ順番に新規登録してください。 
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５．チーム／組織登録後の操作 

 ログインすると、次のようなマイページが表示されます。 

自組織の登録内容を変更

できます。 

上部組織の登録内容を確

認できます。 

責任者の追加、変更、メー

ルアドレスの変更、パスワ

ード変更が可能です。 

下部組織からの加入申請、

脱退申請、抹消申請の承認

／却下を行います。 

配下選手の一覧を確認で

きます。 

上部組織責任者に問い合

わせを送信します。 

上部組織への加入申請、脱

退申請、抹消申請の履歴を

確認できます。 

関係する各種組織を検索

できます。 

会費一括支払い対象者の

選定、納付状況、履歴を確

認できます。 

チーム／組織の登録デー

タ削除について記載して

います。 
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５．１ 自チーム／組織に関する操作 

 登録内容はいつでも変更できます。 
マイページ  「登録内容を確認する」をクリック 

           

 
          

 

（中略） 

 
     

 
         次ページへ 

＜重要＞ 
 ここにあなたのチーム／組織の加入コードが表示

されています。これを選手（または配下組織）にご

周知ください。 
 ただし、あなたのチーム／組織が上部組織から承

認されるまでは、選手登録（または配下組織登録）

を行うことはできません。まずは「５．２ 上部組

織に関する操作」で所属状態をご確認ください。 

【登録内容の変更】をクリック 

 

 変更したい項目を入力 
【確認画面へ】をクリック 

 

 

【確定する】をクリック 



JVA MRS 取扱説明書 

B.チーム／組織登録編 14 

 
登録内容の変更が完了しました。 
このとき上部組織責任者に変更内容通知メールが自動的に送信されます。 

５．２ 上部組織に関する操作 

上部組織連絡先の確認 

 マイページ 「所属先の確認／脱退申請」をクリック 
          
上部組織への所属状態、所属先の情報を確認できます。 

 

 
 

＜重要＞ 
ここで上部組織への所属状態を確認できます。承認

前は「加入承認待ち」、承認後は「所属」と表示され

ます。 
「加入承認待ち」の間は、配下選手／組織からの加

入申請を受け付けることはできません。 

上部組織に加入を承認されたときには、チーム責任

者宛てに左のような加入承認通知メールが送信され

ます。 
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上部組織から脱退するには（チームのみ実行可能） 

マイページ 「所属先の確認／脱退申請」をクリック 
            

 
 

           

 

           
脱退申請が完了です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・所属する都道府県連盟責任者に脱退申請メールが送信されます。承認されるまで

脱退は完了しません。 
・脱退完了後、配下選手はチームとの関係が切れるため所属状態でなくなります。 

所属状態が「所属」と表示されているとき、

上部組織から脱退できるようになります。 

【この組織から脱退する】をクリック 

【脱退する】をクリック 
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上部組織への問い合わせ 

マイページ 「問い合わせをする」をクリック 
             

 

 

 

 
 
 

 
 
表 1 問い合わせメールの送信先 

ログイン中のユーザ 送信先 

選手 チーム、都道府県連盟 

チーム 全国連盟、都道府県協会、都道府県連盟 

都道府県連盟 都道府県協会、全国連盟、JVA 

都道府県協会 JVA、全国連盟 

全国連盟 JVA 

※原則的に直系上部組織だけに送信可能です。 

５．３ 責任者に関する操作 

２人目の責任者を追加するには 

 マイページ 「責任者一覧」をクリック 
          

 
 次ページへ 

 お問い合わせメールの送信先にチェック（複数可） 
 タイトル、メッセージを入力 

【送信する】をクリック 

             
確認画面にて訂正がなければ、再度【送信する】をクリック

してください。送信完了です。 

 

 

 

【２人目責任者の登録】をクリック 
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        次ページへ 

 
         
確認画面にて【登録依頼メールを送信】をクリック 
             
下のような責任者追加登録依頼メールが責任者２に送信されます。 

 
責任者２によって仮パスワードが変更されるまでの

間、マイページに次のように表示されます。 
「２人目責任者に仮パスワード変更依頼のメールが送信されま

したが、まだ仮パスワードは変更されていません。メールが届い

ていない場合は、メールアドレスが間違っている可能性がありま

すので、確認してください。」 

 

 

 
 

  
 責任者２が仮パスワードを変更すると完了です。 

責任者の登録内容を変更するには 

 マイページの「責任者一覧」 【登録内容の変更】ボタンをクリックして、変更してください。 

 責任者２に送付されるメッセージを入力 

【確認画面へ進む】をクリック 
 

 責任者２のメールアドレスを入力 

 責任者２（２人目責任者）の情報を入力 

【次へ進む】をクリック 

 

 

アドレスが間違っている場合、責任者 1 と同じアドレスの場合

は届きません、ご注意ください。 

 
 

 

登録依頼メールを再送 
マイページ 「責任者一覧」 【責任者２の再登録】

をクリック 
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責任者を変更／交代するには 

 交代の機能は現在準備中です。現状では、責任者の登録内容の変更画面にて責任者氏名等を書

き換えて、パスワードを引き継ぐことで交代できます。 

メールアドレスを変更するには 

 マイページ 「メールアドレスの変更」をクリック 
 新しいメールアドレスを 2 回入力 【変更する】をクリック 
 メールアドレス変更通知メールが送信されます。 
 メール内 URL をクリック 【確定する】をクリック 
メールアドレス変更が完了です。 
※メールアドレスは「+」「/」「?」を含まない 50 文字以内のものをご登録ください。 

パスワードを変更するには 

 マイページ 「パスワードの変更」をクリック 
 現在のパスワードと新しいパスワードを入力 【変更する】をクリック 
パスワード変更が完了です。 
※ パスワードはログイン時に必要です。忘れないようにご注意ください。 

責任者 IDを忘れたら 

 チーム／組織責任者ログイン画面 「責任者 ID をお忘れの方はこちら」をクリック 
 氏名、郵便番号、電話番号、メールアドレスを入力 【確認する】をクリック 
 入力されたメールアドレスに責任者 ID 確認メールが送信されます。 

 
 届いたメールをご確認ください。 

アシスタント責任者を登録するには 

 アシスタント責任者は閲覧だけを行える責任者で、都道府県連盟だけが 6 名まで登録可能です。 
 アシスタント責任者の機能は現在準備中です。 

５．４ 配下選手・チーム／組織に関する操作 

加入承認／却下 

 加入承認依頼がある場合、マイページに以下のように表示されます。 

 

             次ページへ 

複数組織の責任者を兼任されている場合は、複数のメールが届きます。 

「加入承認を行う」をクリック 
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        加入承認が完了です。 
 
 

 保留／承認／却下の中から適切な

項目を選択 

 前画面にて選択された項目が表示

されているか確認 

都道府県連盟以上が承認作業を行う

場合は、チーム／組織情報、責任者情

報が表示されます。 
(左図：チーム責任者ログイン時) 

「詳細」をクリック 

この画面で複数人の保留／承認／却下

を選択できますが、顔写真を確認する

ために「詳細」もご確認ください。 

 

 【次へ進む】をクリック 

 

【次へ進む】をクリック  

同時に、加入承認通知メールが申請者

に送信されます。 

証明写真風の著作権フリー人物像は

入手困難なため、このサンプル画像

を使用させて頂きました。 
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配下選手の PDF 出力（チーム） 

承認済み選手（未納含む）がいるチームは、加入選手一覧を PDF 出力することが可能です。出

力された一覧表は印刷して大会等でのご利用も可能です。 
 マイページ 「チーム加入選手一覧（PDF 出力）」をクリック 

             

 

 

 
開く、または保存したファイルを開くと以下のように表示されます。 

 
選手が 20 名を超える場合は、2 ページ目に 21 人目からが表示されます。 

 任意の日付を指定してください。 

【開く】をクリックしても正しく PDF が表示され

ない場合があります。その場合は【保存】をクリッ

クして、わかりやすい場所（デスクトップなど）に

保存してください。 

 

 【出力する】をクリック 

この画面を開いた直後は本日の日付が表示されて

います 

【開く】をクリック  
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会費のチーム一括支払いを行うには（チームのみ実行可能） 

 チームの責任者は、対象者の中から任意の選手（複数可）を選び、一括支払いの請求書（お支

払い受付番号通知）を発行することができます。対象者とは、加入承認され、未払いの状態にあ

る選手です。全日本サポーターとしても登録したり、別チームへも同時加入申請したために個人

支払いする場合は対象外です。 
対象となる選手がいる場合、マイページに以下のように表示されます。 

 

 

 
             

 
 

「一括支払対象者が確定され、会費請求書がメール送信されました。」と表示されます。同時に、

請求メールがチーム責任者に届きます。支払い期限はこの操作を行った日から起算し 1 週間です。 
 

 選択した選手や、会費の合計金額に間違

いが無いかを確認 

 任意の選手にチェック 

「会費一括支払い対象者の選定」をクリック 

 

 

 【次へ進む】をクリック 

 

 【次へ進む】をクリック 
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コンビニ・郵便局における支払い 

会費の一括支払い請求を行った場合、以下のような請求メールが送信されます。 

 
（中略） 

 

請求有効期限と再請求 

請求書の有効期限は請求メール送信から 1 週間です。請求メールは初回を含めて 3 回まで繰り

返し送信され、支払い期間は合計 3 週間となります。1 回目の請求から 1 週間経過した時点で未

払いの場合は、自動的に 2 回目の請求メールが送信されます。 
3 週間以内に支払われないと「支払い期限切れ」となり、カテゴリー登録そのものがキャンセ

ルされます。その場合でも、当該カテゴリー登録以前に完了している、チーム等への所属に影響

はありません。 

支払い完了後 

支払い完了後、約 2 時間で納付状況がマイページに反映され、チーム等への所属が完了したこ

とを確認いただけます。 
初回のメンバー登録で、当該年度内 1 回目の会費支払いを毎月月末までに行うと、翌月末まで

に JVA メンバーカードが送付されます。 
 
 
 

支払い時に下記情報が必要です。 

＜コンビニでお支払いの場合＞ 

受付番号：届いた請求メール参照 

電話番号：一括支払い請求した方のお電話番号 

＜郵便局でお支払いの場合＞ 

収納機関番号：届いた請求メール参照 

お客様番号 ：一括支払い請求した方のお電話番号 

確認番号 ： 受付番号(届いた請求メール参照) 
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領収書サンプル 

下記サンプルのような領収書がコンビニ、郵便局にて発行されます。 
 
 

JVA MRS 領収書サンプル（ファミリーマート） 

 

JVA MRS 領収書サンプル（郵便局） 

 
※チーム名は表示されません 

JVA MRS 領収書サンプル（ローソン） 

 

一括支払い完了後の履歴確認 

完了している一括支払い請求の納付履歴を確認できます。 
マイページ 「納付履歴の確認」をクリック 

           

 

・コンビニ、郵便局にて発行される領収書は経理上も有効です。 
・JVA から別途、領収書を発行することはできません。 

以下の項目が表示されます。 
・ 請求 No. 
・ 納付日時 
・ 請求日時 
・ チーム名 
・ 責任者氏名 
・ 責任者電話番号 
・ 受付番号 
・ 支払い対象者（合計人数） 
・ お支払い金額 
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チーム一括支払いを取り消すには（請求取消） 

「会費一括支払い対象者の選定」にて請求を実行後、支払い前であれば請求を取り消すことが

可能です。請求取消後は再度一括支払い対象者として選定可能となります。 
 マイページ 「納付状況の確認」をクリック  
            

 

           

 
  

「一括支払いの取り消しが完了しました。」が表示され、一括支払いの請求取消完了です。 

 
 
 
 
 
 
 

※請求取消後も郵便局では支払い可能な場合がありますので、取り消された受付番号を使っ

て支払わないようにしてください。 

【請求取消】をクリック 

取消確認メッセージを確認し【請求取消】を

クリック 
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配下選手の検索・登録状況確認（チーム責任者ログインの場合） 

チーム責任者は配下の選手を確認できます。 
 マイページ 「選手」をクリック 
           

 

【詳細】をクリック 
         
選手情報を確認できます。 

配下組織の検索・登録状況確認（都道府県連盟責任者ログインの場合） 

都道府県連盟責任者は配下のチームと選手情報を確認できます。 
マイページ 「チーム」をクリック 

              

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

配下選手の加入承認取消や抹消を行う場合には、「詳細」

をクリック 
       
【承認取消】*1 または【抹消申請】*2 をクリック 
(*1) 承認から 1 ヶ月経過後、もしくは、一括支払いの請求対象

者に含まれる場合、承認取消はできません。 
(*2)上部組織責任者が承認すると選手の抹消完了です。 

【検索】をクリック（該当するチームが一覧表示されま

す。） 

配下チームの加入承認取消や抹消を行うには、【承認取消】

*1 または【抹消申請】*2 をクリックしてください。 
(*1) 承認から 1 ヶ月経過後、もしくは、一括支払いの請求対象

者に含まれる場合、承認取消はできません。 
(*2)上部組織責任者が承認するとチームの抹消完了です。 

 

 「詳細」をクリック 

配下チームの加入承認取消や抹消を行う場合には、「詳細」

をクリックします。 

チーム、責任者情報を確認できます。 
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