
平成 22 年 2 月 9 日

チーム・競技者の皆さまへ

（財）日本バスケットボール協会

平成 22（2010）年度からのチーム加盟・競技者登録手続きについて

平成 22(2010)年度より従来のチーム加盟・競技者登録手続きを変更し、新しく会員登録管理システム“Team

JBA”を導入することになりました。

新しいシステムでは、現在の届書(紙)を使用した登録手続きからインターネットを利用しての登録申請に変更とな

ります。また、従来所属連盟（教員・大学連盟等）へ別途行っていた登録手続きもこのシステムで一本化し、手続き

を簡略化するとともにデータの一元管理を行います。（但し、一部の連盟では平成 22 年度については移行期間とし

て連盟用の登録用紙での登録も並行して行います。）

登録手続きについては、都道府県別、カテゴリー別（クラブ・高校・中学等）の加入コードが必要となりますので、

所属都道府県協会または県連盟等からの案内および『チーム登録ガイド』を参考に手続きをお願いいたします。

尚、その他詳細は日本バスケットボール協会のホームページ（http://www.jabba-net.com/）をご確認ください。

“Team JBA”の特徴

● インターネットを利用した登録手続き

インターネットに接続された PC または携帯電話から手続きを行っていただきます。但し、一部機能については

PC からのみとなります。

● 所属連盟に行っていた登録手続きが不要に

これまで所属の各連盟（例：全日本教員連盟、全日本大学連盟 etc）に行っていた登録手続きが今回のシス

テムで一本化され、一度の手続きで日本協会、所属連盟および所属都道府県協会への登録が完了します。

● 登録料の支払はローソン、ファミリーマート、ゆうちょ ATM で

日本協会分の他、都道府県協会、所属連盟等各団体で設定されたチーム加盟料、競技者登録料を一括し

てローソン、ファミリーマートまたはゆうちょ銀行 ATM でお支払いただきます。

● 登録完了までの時間を大幅に短縮

従来は「チームの届書提出→都道府県協会での受付→日本協会での受付→競技者番号および登録証発

行」まで 1 ヶ月以上の時間がかかっていましたが、今回のシステムでは、登録申請および登録料支払後、最短

2 時間で登録が完了します。

● インターネットで常に登録情報の確認が可能

登録申請後は、チームおよび競技者の登録状況について随時インターネット上で確認することが出来ます。ま

た、登録証も名刺サイズで印刷が可能となり、携帯電話の画面でもモバイル登録証の表示が出来ます。

● 新たなIDを発行しコーチ、審判有資格者も同一のIDで管理

新システムでの登録により、これまでとは異なる新たなID（9桁の番号）を発行します。また、コーチ、審判、役員

もシステム上で登録を行い、複数兼任している場合も1つのIDで管理されます。尚、これまでの番号を入力する

ことで過去の履歴が後日反映されます。

※コーチ、審判、役員の登録開始は5月以降を予定しています。

● 登録者は“Team JBA メンバー”に

競技者、コーチ、審判、役員のカテゴリーにかかわらず、登録されたメンバーは“Team JBA メンバー”となり、日本バ

スケットボール協会により公式に活動が認められます。また、同時に“Team JBA”という1つの大きなチームとし

て日本のバスケットボール界を支える一員となります。

システム導入時期

チーム登録開始 平成 22（2010）年 3 月 8 日（月）～

競技者登録開始 平成 22（2010）年 3 月 15 日（月）～

※所属都道府県、種別により実際の登録手続きのタイミングは異なりますので、所属都道府県協会等でご確認ください。

“Team JBA” URL ≫≫ http://team-jba.jp

重 要



レベル 1 日本協会 

レベル 2 都道府県協会 

レベル 3 各連盟 

レベル 4 チーム 

レベル 5 競技者 

資料１ 承認 登録 

所属組織に登録申請を行い、承認

を受けてください。その後に、競

技者登録ができます。 

時間軸  

チームの準備と操作（一括操作） 

 

 準備 

□登録責任者（チーム責任者）の選任メールアドレスが必要 

□＜都道府県連盟の加入コード＞の入手 

  ↓ 

324703001078 
 

 登録時の操作 

□新規登録 
 ①＜都道府県連盟の加入コード「324703001078」＞の入力  

 ②チーム情報・責任者情報の入力 

 ③（都道府県連盟に承認されるとメールで通知される） 

□選手の一括登録→「チーム登録ガイド P3 参照」 
 都道府県連盟に承認されるまで行えない 

□＜チーム加盟料＞＜競技者登録料＞の支払い 

 

 登録後にやっていただくこと、できること 

□選手一覧表の出力 

□各選手のメンバー登録証印刷 

□選手本人にID/パスワード（PW）を通知（必須） 
 

 



Ｔｅａｍ ＪＢＡ （日本バスケットボール協会 新会員登録管理システム） 

チーム登録ガイド（選手一括登録・一括支払の場合、2010/2/9 版） 
 
■チーム・選手の登録方法について 

• インターネットに接続されたパソコンとメールアドレスをご用意ください。 

• http://team-jba.jp/ にアクセスしてください。JBA ホームページからもリンクされます。 
• チーム情報およびチーム責任者情報を登録し、チーム登録が承認された後、選手の一括登録を行ってく

ださい。チーム加盟料・競技者登録料をお支払いただき、登録完了となります。 

※ チーム、選手には登録時に新たな ID が発行されます。尚、平成 21 年度までのチーム番号、競技者番

号を入力すると過去の登録データが後日反映されます。 

※ チーム登録には、所属の都道府県別、カテゴリー別の加入コード（下記）が必要です。 

 
■都道府県別・カテゴリー別 加入コード（STEP１の⑥で入力いただきます） 

都道府県 沖縄県 カテゴリー クラブ 
団体名称 沖縄県クラブ連盟 
加入コード（12 桁） 324703001078 
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STEP1 

チーム登録 
（p.2 参照） 

STEP２ 

選手一括登録・一括支払 
（p.3 参照） 

STEP３ 

支払 
（下図参照） 

平成 22 年度は、平成 21 年度からの継続チームもすべて新規登

録を行っていただきます。 

≪平成 22 年 3 月 8 日(月)よりチーム登録可能となります。≫ 

チーム責任者が選手をまとめて代理登録する方法です。登録

後、必ず本人にメンバーID とパスワードをお知らせ下さい。 

※他に、選手本人が登録を行う「個人登録」も可能です。 

≪平成 22 年 3 月 15 日(月)より選手登録可能となります。≫ 

請求書発行から 30 日以内にお支払下さい。期限を過ぎると、加

入申請がキャンセルされ、チームは無所属（未登録）状態になり

ます。同じチーム責任者 ID で再度加入申請を行ってください。 

ローソンの例：
ローソン店頭にある
Loppiのトップ画面から
「各種代金・料金お支払い」
を選択

メールや画面で入手した
「受付番号」と
「電話番号」を入力、
申込券を発券

レジにて申込券を
添えて代金お支払い

※システム上で入金確認が
できるのは約2時間後

※コンビニは24時間支払可、
ゆうちょ銀行ATMは地区により異なる

ローソンの例：
ローソン店頭にある
Loppiのトップ画面から
「各種代金・料金お支払い」
を選択

メールや画面で入手した
「受付番号」と
「電話番号」を入力、
申込券を発券

レジにて申込券を
添えて代金お支払い

※システム上で入金確認が
できるのは約2時間後

※コンビニは24時間支払可、
ゆうちょ銀行ATMは地区により異なる

お近くのローソン（全国約 8,500 店舗）、ファミリーマート（全国約 7,200 店舗）、 
ゆうちょ銀行 ATM（全国約 25,000 箇所）でお支払いが可能です！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チチ ーー ムム のの 登登 録録 がが 終終 わわ りり まま しし

たた。。次次はは選選手手のの一一括括登登録録をを行行

いいまますす。。  

※※チチーームムのの登登録録がが承承認認さされれるるまま

でで選選手手のの登登録録はは行行ええまませせんん。。 
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❶ team-jba.jp で「チーム／団体責

任者 TOP」をクリック。 

❷ 「新規登録」をクリック。 

❹ 届いた受信メールの URL を 

クリック。 

ステップ２：確認メール受信、URLクリック
以下のURLをクリックしてチームまたは団体の登録を
行ってください

http://team-
jba.jp/index.php?action_org_regist_1=true&id=1b74
4a9fd03d02b4e32bcc2e81074df1

※このメールアドレスは送信専用となっております。
返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

（財）日本バスケットボール協会(JBA) 
会員登録管理システム
http://team-jba.jp/

❸ メールアドレスを入力し、

「登録する」をクリック。 

❺ 登録種別「チーム」を選択して、

「次へ進む」をクリック。 

❿ チーム ID 等を確認。 

府立岸体高校責任者
山田 次郎 様

山田 次郎 様が申請された
府立岸体高校の 大阪高等学校体育連盟バスケットボール専門部への加入申請が

大阪高等学校体育連盟バスケットボール専門部責任者によって承認されました。

加入申請日時：2009年11月17日 19時08分
申請承認日時：2009年11月17日 19時30分

以下のURLよりログインして所属先を確認してください。
http://team-jba.jp/index.php?action_org_top=true&loginid=4336515001

※このメールアドレスは送信専用となっております。
返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

（財）日本バスケットボール協会(JBA) 
会員登録管理システム
http://team-jba.jp/

※後日、加入先団体責任者から

承認メールが届きます。 

STEP１：チーム登録（所属都道府県・所属カテゴリーへの加入申請） 

❻ 加入コードを入力し、「次へ進む」

をクリック。 

❾ 入力内容を確認。 ❼ チームの情報を入力。 ❽ チーム責任者の情報を入力。 

STEP 2：選手一括登録へ

※チーム名に(男子)(女子)などは

入力不要です。 

※出来るだけ平成 21 年度までの

チーム番号を入力してください。 

㊟説明資料中の画面の仕様は実際の登録画面と若干異なる可能性があります。 



 STEP２：選手一括登録・一括支払（対象者選定、請求書出力） 

❶ チーム責任者ログイン ⇒ マイページ 

「選手一括登録」をクリック。 

❷「一括新規登録（メンバーID 取得）へ」をクリック。 

❸ 登録する選手の情報を入力。 

（1 ページで 10 人までまとめて入力できます。） 

❹ 全員登録したら｢確定して支払へ｣をクリック。 

※二重登録がある場合、警告画面が表示されます。 

❺ 支払対象者を選択し、「次へ進む」をクリック。 ❻ 支払内容を確認し、「次へ進む」をクリック。 

3300 日日以以内内ににおお支支払払くくだだささいい。。

※※ママイイペペーージジ⇒⇒「「納納付付状状況況」」ででもも

おお支支払払方方法法をを確確認認ででききまますす。。  

【【重重要要】】必必ずず選選手手本本人人ににメメンンババ
ーーIIDD ととパパススワワーードドををおお知知ららせせくく
だだささいい。。  
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STEP 3：お支払へ 

※請求書がメール送信されます。 ❼ 請求書発行完了。 

選手を更に追加する
場合は「追加登録へ」
をクリック。 
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