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1.管理画面でできること／ログイン

▼日本サーフィン連盟webサイト管理画面▼

https://www.nsa-surf.org/headquarters/

日本サーフィン連盟webサイト管理画面では、ご自身が運営する支部、チーム、協力店に所属さ
れている会員様の情報を、調べたい項目で検索し、登録されている会員情報を閲覧することがで
きます。

以下のURLにパソコンのwebブラウザよりアクセスしてください。
※スマートフォン、フィーチャーフォン（ガラケー）には対応しておりません。

1.ログイン
事前に付与された、メールアドレスと
パスワードを入力し、ログインをク
リック

※ログインのメールアドレスとパス
ワードは連盟の担当者から付与されま
すので、連盟にお問い合わせください。



支部管理者権限でできること

5
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2-1.支部管理者_会員検索

▼支部管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更新 登録 備考

ご自身が管理する支部に所属するチーム
に所属する正会員の情報

可 不可 不可 会員情報の編集、新規登
録は連盟に依頼

1.正会員検索
対象の会員を、画面の各項目で
検索することができます。
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2-1.支部管理者_会員検索

2.検索結果一覧表示
1の検索条件に合致する会員情
報を一覧表示します。

①「NSA ID」のリンクをク
リックすると、その会員の詳細
情報を閲覧することができます。

3.会員詳細表示
会員の登録されている詳細の情
報を閲覧することができます。

※支部管理者の権限では、更新、
削除はできません。

②一覧の表示項目は、「表示項
目」ボタンからカスタマイズす
ることができます。

1

2
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2-1.支部管理者_会員検索

4.資格会員検索
資格を保持している会員を検索
することができます。
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2-2.支部管理者_支部管理

▼支部管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理する支部の情報 可 可※ － 「支部名」の編集は不可

1.支部一覧
ご自身が管理する支部のみが表
示されます。

①支部コードをクリックすると、
登録されている支部情報の閲覧、
編集ができます。

1
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2-2.支部管理者_支部管理

①「所属チーム一覧」ボタン
をクリックすると、ご自身が管
理するチームの一覧表示画面に
リンクします。

②「所属チーム員一覧」のプル
ダウンをクリックすると、ご自
身が管理するチーム一覧が表示
されます。
③チームを選択した状態で「所
属チーム員一覧ボタン」をク
リックすると、そのチームに所
属している会員の一覧表示画面
にリンクします。

2.支部情報編集
ご自身が管理する支部の情報を
編集することができます。

※支部コードと支部名、支部長
名は、管理画面からは変更でき
ません。

1

2

3
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2-3.支部管理者_チーム管理

▼支部管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理する支部に所属するチーム
の情報

可 不可 不可 チーム情報の編集、新規
登録は連盟に依頼

1.チーム検索
ご自身が管理する支部に所属す
るチームを検索することができ
ます。

2.チーム一覧、検索結果
ご自身が管理する支部に所属す
るチームの一覧を表示します。
また、1で検索をした場合は、
その検索結果が一覧で表示され
ます。

①チームコードをクリックする
と、登録されているチームの情
報を閲覧できます。

1
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2-3.支部管理者_チーム管理

2.チーム一覧、検索結果
ご自身が管理する支部に所属す
るチームの一覧を表示します。
また、1で検索をした場合は、
その検索結果が一覧で表示され
ます。

①「表示項目」ボタンをクリッ
クすると、一覧表に表示したい
項目を自由にカスタマイズする
ことができます。

②チームコードをクリックする
と、登録されているチームの情
報を閲覧できます。

3.チーム情報詳細
2で選択したチームの詳細を閲
覧することかできます。

①「所属チーム一覧」ボタンを
クリックすると、チームに所属
している会員の一覧表示画面に
リンクします。

1

2

1



チーム管理者権限でできること

13
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3-1.チーム管理者_会員検索

▼チーム管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理するチームに所属する正会
員の情報

可 不可 不可 会員情報の編集、新規登
録は連盟に依頼

1.正会員検索
対象の会員を、画面の各項目で
検索することができます。
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3-1.チーム管理者_会員検索

2.検索結果一覧表示
1の検索条件に合致する会員情
報を一覧表示します。

①「NSA ID」のリンクをク
リックすると、その会員の詳細
情報を閲覧することができます。

3.会員詳細表示
会員の登録されている詳細の情
報を閲覧することができます。

※チーム管理者の権限では、更
新、削除はできません。

1

②一覧の表示項目は、「表示項
目」ボタンからカスタマイズす
ることができます。

2
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3-1.チーム管理者_会員検索

4.資格会員検索
資格を保持している会員を検索
することができます。
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3-2.チーム管理_チーム管理者

▼チーム管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理するチームの情報 可 可※ － 「チーム名」の編集は不
可

1.チーム一覧
ご自身が管理するチームのみが
表示されます。

①チームコードをクリックする
と、登録されているチーム情報
の閲覧、編集ができます。

1
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3-2.チーム管理_チーム管理者

3.チーム情報編集
ご自身が管理するチームの情報
を編集することができます。

※所属支部、チームコード、
チーム名、チーム代表者名は、
管理画面からは変更できません。

①「チーム員一覧ボタン」をク
リックすると、そのチームに所
属している会員の一覧表示画面
にリンクします。

②所属支部の基本情報が閲覧で
きます。

1

2
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3-3.チーム支払い申請_チーム管理者

チーム代表者が、チームメンバーから翌年度の会費を預かり、連盟に振り込みを行う前に、
この画面から金額が正しいかの確認のために、支払いの申請を行ってください。
また、翌年度に種目を変更する場合も、この画面から申請を行うことができます。

会費の計算は、年齢・種目数によりシステムに登録されていますので、金額が正しいかをご
確認ください。

1.チーム代表者経由で支払いを
するメンバーの選択

①今回支払いするメンバーの
「選択」ボタンをクリックして
ください。

2.翌年度の種目の確認
②初期表示では、本年度の種目
にチェックが入った状態で表示
されます。
翌年は異なる種目で登録を希望
される場合は、このチェックの
編集を行ってください。

③チェックをつけたり外したす
ると、会費をシステムで計算し、
会費の金額表示が自動で変わり
ます。

3.振り込み金額の確認
①1で選択したメンバーの人数
と会費の合計が表示されます。
振り込みを実行しようとしてい
る金額が正しいかご確認くださ
い。

②金額に間違いがなければ、
「申請内容を確認する」ボタン
をクリックしてください。

1

2 3

1

2
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3-3.チーム支払い申請_チーム管理者

4.変更箇所の確認
①種目のチェックボックスの選
択を編集した場合は赤字で表示
されるので、確認してください。

右図のテストデータは下記のよ
うに種目を変更して申請してい
ます。

・田中五郎
翌年は、ロングボードをやめる

・田中史郎
翌年はボディボートを追加する

・田中六郎
翌年の種目に変更なし

※会費に変動が起きているのは、
3人とも、翌年度から「大人」
となるため。

5.申請
②金額に間違いがなければ、
「申請」ボタンをクリックして
ください。

これで、連盟に申請が送信され
ます。
この状態で、お振込みをお願い
します。

③申請すると、その申請単位で
ひと組みにされ、IDが連番で
振られます。
連盟は、この申請ID単位で承
認作業を行います。

申請後に、申請内容についてお
問い合わせする際は、この申請
IDを連盟にお伝えください。

1

2

3
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3-3.チーム支払い申請_チーム管理者

5.連盟が承認
振り込まれた金額と、支払い申
請された金額に相違がなければ、
連盟は「承認」を行います。

①右図は、問題なく承認された
ため、「承認日」の欄に承認し
た日付が表示されています。
これで、このメンバーの会員更
新手続きは完了です。

6.連盟が却下
支払い申請後、連盟が何等かの
理由で承認できずに却下した場
合は、「却下日」の欄に「却
下」と日付が入力されます。
却下も、申請IDごとに処理さ
れますので、同時に申請したメ
ンバー全体の支払い申請が認め
られません。
この場合は、再度申請を行って
ください。

①右図の場合は申請ID21で申
請した2名分の申請が却下され
ています。

※却下の理由やその後の対応方
法などは、個別に連盟にお問い
合わせください。

1

1
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3-3.チーム支払い申請_チーム管理者

7.メンバーがweb更新
①チーム代表者への支払いでは
なくメンバーが個人でweb上か
ら更新手続きを行った場合は、
「WEB更新日」の欄に決済完
了日が表示されており、チーム
支払い申請では申請できないよ
うに制御されています。

※メンバーによるWEB決済手
続きが、処理中（画面操作中な
ど）の場合は「WEB決済中」
と表示されます。

■画面の説明

①申請日…この画面から支払い申請を実施した日
②申請ID…申請の単位ごとに付与される番号。連盟にも同じ申請IDにて申請されているので、問い合わせの

際などにお使いください。
③承認日…連盟が申請を承認した日（=該当するメンバーの会費の入金日）
④却下日…連盟が申請を却下した日
⑤WEB更新日…メンバーが個人でWEBから会員更新を行った日

（WEB決済手続きが処理中（画面操作中など）の場合は「WEB決済中」と表示されます。）

1

1 2

3

4

5



協力店管理者権限でできること

23
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4-1.協力店管理者_会員検索

▼協力店管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理する協力店に所属するオー
プン会員の情報

可 不可 不可 会員情報の編集、新規登
録は連盟に依頼

1.オープン会員検索
対象の会員を、画面の各項目で
検索することができます。



4-1.協力店管理者_会員検索

2.検索結果一覧表示
1の検索条件に合致する会員情
報を一覧表示します。

①「NSA ID」のリンクをク
リックすると、その会員の詳細
情報を閲覧することができます。

3.会員詳細表示
会員の登録されている詳細の情
報を閲覧することができます。

※協力店管理者の権限では、更
新、削除はできません。

25

②一覧の表示項目は、「表示項
目」ボタンからカスタマイズす
ることができます。

1

2



4-2.協力店管理_協力店管理者

▼協力店管理者様の権限

対象の情報 閲覧 編集・更
新

登録 備考

ご自身が管理する協力店の情報 可 可※ － 「協力店名」の編集は不
可

1.協力店一覧
ご自身が管理する協力店のみが
表示されます。

①協力店コードをクリックする
と、登録されている協力店情報
の閲覧、編集ができます。

26

1



4-2.協力店管理_協力店管理者

2.チーム情報編集
ご自身が管理する協力店の情報
を編集することができます

※協力店コード、協力店代表者
名は、管理画面からは変更でき
ません。

①「所属オープン員一覧ボタ
ン」をクリックすると、協力店
に所属している会員の一覧表示
画面にリンクします。

27

1




