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SAJ/SAT会員登録について（通知） 

 

公益財団法人全日本スキー連盟(SAJ)より、2021年度（2020/2021シーズン）の SAJ会員登録

に関する通達がありました。 

昨年度（2020 年度）から SAJ は、インターネット上で会員登録申請の操作ができるような新

しい会員登録システム（シクミネット）を導入いたしましたが、皆様ご存知の通り、都連の方と

しては、準備期間も短く、システム上もまだ使いづらい部分もあり、クラブのご担当の方や会員

の皆様にシクミネットで会員登録の操作をお願いするのは時期尚早と判断し、次年度からお願い

をすることとして、2020年度は都連が代行して行わせていただきました。 

代行して操作をしていく中で、操作上あるいはシステム上不都合な点があり、逐次 SAJ及びシ

ステム会社に要望をあげ、修正を加えていただきながら 2020年度の登録を終え、いよいよ 2021

年度よりクラブのご担当の方や会員の皆様にシクミネット上でSAJ会員登録のお手続きをお願い

することと致しました。 

 慣れない操作に戸惑うことが多々あると思いますが、登録完了までの時間短縮等や今後の利便

性を見据えたシステムであるとご理解を頂き、是非ともご活用いただけますようお願い申し上げ

ます。 

具体的には、 

①SAJ 関係の登録はシクミネットで、クラブのご担当の方や会員の皆様に登録から登録料等

のお支払いまでの一連の操作をお願いいたします。お支払いが済みますと登録完了となり

ます。 

 ※SAJ・SAT会員登録手続きマニュアル 2021 と、シクミネット操作方法については SAJ 発行のシクミネ

ットマニュアル（SAJ ホームページ、都連ホームページ総務本部内掲載）をご参照ください。操作方法

は昨年度のご案内から変わっておりません。 

 ※競技者登録の料金が変わる期日などの申込期限には十分ご注意ください。 

 ※不明な点がございましたら、クラブご担当者様から東京都スキー連盟までお問い合わせください。 

②SAT関係（SAT会員登録、SAT競技者登録、SAJ有資格者の SAT年次登録、及び団体負

担金、スキー学校申請スキーバッジテスト共催願）については昨年までと同様の「紙ベー

ス」によるお手続きとなります。 

※同封の SAJ・SAT会員登録手続きマニュアル 2021 をご参照ください。 

 

尚、今年度より、SAJからは継続会員登録表が発行されておりませんが、都連で「2020年度（昨

年度）SAJ 会員登録者名簿」「2021 年度（令和 3 年度）SAJ 新規・移籍登録済みの方の SAT 会

員登録用名簿」を作成し、同封いたしました。クラブのご担当の方の SAJ登録承認の控え兼 SAT

登録用としてご活用いただけますようお願いいたします。 

また、今回は会員登録関係資料をいち早くお届けするために、スキー補償制度のパンフレット

が出来ておらず同封できませんでした。内容的には昨年同様の商品・金額とのことです。例年会

員登録時に申し込む場合は 10月中旬頃まででしたが、今年度はもう少し先まで受け付ける予定と

のことです。（以下、マニュアル等でも締切日を○月○日としています。）SAJ から通知が届きま

したらあらためてご連絡申し上げます。 



 

2021年度（2020/2021シーズン）におきましては、シクミネット利用により、登録ご担当者様

また会員の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご協力いただけますようお願い申し上げ

ます。会員登録に関しまして下記の資料を送付致しましたのでご確認の程お願い致します。 

 

下記同封書類及び留意事項をよくご覧いただき、登録及び申請手続きを進めてくださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

1 登録関係同封資料 

(1) SAJ・SAT会員登録手続きマニュアル 

2021負担金・登録料等内訳明細書【提出用紙】[A3判]を マニュアルに挟み込んでいます。 

 

(2) 2020年度（昨年度）SAJ会員登録者名簿 《2021年度新様式》→【要提出】 

・2021 年度継続して SAJ登録した方の SAT会員登録、SAJ有資格者の SAT年次登録ための用紙です。 

・ご活用の仕方は SAJ・SAT会員登録手続きマニュアルの表紙裏ページに詳細を記載しました。 

 

(3) 2021年度（令和 3年度）SAJ新規・移籍登録済みの方の SAT会員登録用名簿 《2021

年度新様式》→【要提出】 

・2021 年度新規または移籍で SAJ 登録した方の SAT 会員登録、SAJ 有資格者の SAT 年次登録のため

の用紙です。 

・ご活用の仕方は SAJ・SAT会員登録手続きマニュアルの表紙裏ページに詳細を記載しました。 

 

(4) (一財)東京都スキー連盟会員登録申込書(2020年度)[A4 横判] (要提出) 

(一財)東京都スキー連盟競技者登録申込書(2020年度) [A4 縦判] (要提出) 

※該当者がいない場合は同封されていません。 

 

(5) 2020年度加盟団体会員名簿(提出不要) 

・昨年度（2020 年度）の貴団体の会員登録実績です。各団体でご活用ください。(提出不要) 

（年度中に移籍された方は含まれておりません。） 

 

(6) 教育資格更新状況（研修会出席履歴） 

・昨年度（2020 年度）の貴団体所属会員の履歴です。スキー学校申請等でご活用ください。 

※資格の状況がシクミネットで確認できるようになりました。 

 

※スキー補償制度のご案内（パンフレット）は今回は同封しておりません。 

・SAJから通知が届きましたら追ってご連絡申し上げます。 

 

※昨年までの所属団体内容変更の申請書は SAJ から発行されなくなりました。 

・都連の様式[総-2、総-3、総-4、総-7]を使用してください。 

 

2 留意事項 

(1)シクミネットで会員登録を開始する前に 

   ・事務局管理者でログインし団体管理の管理者情報から入り、メールアドレスとパスワードを変更して

ください。 

   ・クラブ独自の費用をシクミネットで集金する場合は、団体管理の翌期分配金情報で該当する箇所に金

額を設定してください。（必須ではありません） 

 

(2)シクミネットでの会員登録開始 2020年 8月 3日（月）～ 

   ・指導者研修会や準指導員検定会及び SAJ 各種事業に申し込む予定のある方は、申し込み前に会員登



録を完了しておいてください。 

 

(3)SAJ・FIS競技者登録について 

クラブの承認が 9月 9日（水）を過ぎ、9月 10日（木）以降の承認になりますと登録

料金が下記のように変わりますのでご注意下さい。 

 SAJ競技者登録 3,000円 → 6,000円 

 FIS競技者登録 5,000円 → 15,000円 

   （FISマスターズの登録料も同様の金額になりました。） 

 

(4) SAT会員登録・競技者登録、SAJ有資格者の SAT年次登録および団体負担金について 

    ◆～2020年 10月 17日（土）到着分まで、郵送にて受付 

    ◆2020年 10月 1日（木）～10月 31日（土）、事務局窓口にて受付 

    （後日 SAJより通達がありましたらホームページにてお知らせいたしますが、例年、SAJ  

競技者登録の最終は 3月末、SAJ会員登録の最終は 6月第 1週頃となります。） 

 

① 8月 11日（火）迄に到着した郵送受付済みの加盟団体に対しては、8月 15日（土）開

催予定の事務連絡担当者説明会において、金額を記載した郵便振込み用紙をお渡しし

ます。【振込締切期日：10月 31日（土）】 

② 8 月 11 日（火）以降、10 月 17 日（土）到着分までは引き続き郵送にて受付を致しま

す。後日、金額を記載した郵便振込み用紙を郵送いたしますので、期日までにお振込

みください。10月 1日（木）以降は事務局窓口でも現金でのお取扱いを致します。【振

込及びお支払締切期日：10月 31日（土）】 

③ SAT 競技者登録は 10月 31 日（土）を過ぎますと登録料金が下記のように変わります

のでご注意下さい。 

 SAT競技者登録 1,000円 → 2,000円 

 （高校生以下は 10月 31日を過ぎても 1,000円です。） 

④ スキー学校申請およびスキーバッジテスト（級別・ジュニア）共催の申請を会員登録

関係と同時であれば郵送でもお受けいたします。スキー学校申請およびスキーバッジ

テスト（級別・ジュニア）共催願のみの郵送での受付けは致しません。ご提出頂く書

類に不備のないようにお願い致します。また、級別テストとジュニアテストを同時に

開催する場合は、それぞれ申請が必要（2通）ですのでご注意ください。 

⑤ 郵送受付をしていただいた会員の登録料等のご納入期限は 10月末とさせていただきま

す。 

⑥ 郵送受付済みのキャンセルはできません。団体負担金の納入につきましては、10 月末

までにご納入がない場合は、加算金が付加されますのでご注意ください。 

⑦ SAJ、SATの登録料については昨年と同額です。 

⑧ 会員登録の情報は永久的なものではなくなっております。年度内に会員登録されなか

った場合、会員情報は、資格情報とともにすべて削除されますのでご注意ください。 

 

（5）スキー補償制度について 

  パンフレットが出来ておらず今回は同封しておりません。内容的には昨年同様の商品・

金額のようです。例年会員登録時に申し込む場合は 10 月中旬頃まででしたが、今年度は

もう少し先まで受け付ける予定とのことです。（以下、マニュアル等では締切日を○月○日

としています。）SAJから通知が届きましたらあらためてご連絡申し上げます。 



 

※ 下記の[登録関係]書類をホームページに掲載いたしましたのでご活用ください。 

負担金内訳明細【提出用】（期間に応じて 2シート：数式入り） EXCEL 

SAT会員登録申込書  EXCEL  PDF 

SAT競技者登録申込書  EXCEL  PDF 

教-1・2スキー学校申請およびスキーバッジテスト共催願 EXCEL  PDF 

教-3・4スキー学校およびスキーバッジテスト実施報告書 EXCEL  PDF 

安-3スキー傷害事故報告書 EXCEL  PDF 

 

※ 登録手続きの詳細につきましては別冊の「SAJ/SAT 会員登録手続きマニュアル 2021」を

ご参照ください。 

※ スムーズな登録のため、特に、郵送手続きをなさる際は、ご提出頂く書類に間違いや不備

のないようご協力いただけますようお願い致します。 

※ 登録等に関して不明な点がございましたら、事前にお問合わせ頂くか、窓口受付をご利用

ください。また、2020年 8月 15 日（土）の事務連絡担当者説明会時に登録手続きに必要

な書類をご持参いただけましたら、説明会終了後にご質問等にご対応いたします。 

※ 加盟団体登録ご担当者様用お問い合わせ先 

シクミネットサポート 03-6416-1154 

   東京都スキー連盟事務局 03-3262-2491 

 


