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先ず始めに 

ここではマイページの機能についてご説明致します。 

『プロボウラー専用ページ』『マイページ』とは？ 

『プロボウラー専用ページ』はJPBAのプロボウラーとして必要な情報や機能を活用する為に作成された

プロボウラー個々のユーザー専用のページです。各会員が別々のページを持っていますこれを『マイペ

ージ』と呼びます。 

 

『プロボウラー専用ページ』は『マイページ』にアクセスする為に通過するページです。 

 

プロボウラーは『マイページ』を利用してプロ協会が発信する情報（大会情報、インストラクター情報、等）

をいち早く受ける事ができたり、会員専用の情報（大会エントリー等）、会員自身の情報（生年月日、氏名、

地区、所属等）を確認したり、変更する事も出来ます。 

 

今後も様々な機能を持った形で皆様にお使い頂けるように更新を行ってまいります。新たな機能が追加

された場合はマイページや書面にて皆様にお知らせしていきます。 
 

『マイページ』で現在出来る事  ※2020 年 6月 1日現在 

 プロボウラー専用ページ『マイページ』にログインすることが出来る。 

 『マイページ』で会員専用の書類を閲覧・ダウンロード出来る。 

 『マイページ』で会員専用の情報を受け取ることが出来る。 

 『マイページ』で会員情報の変更申請を行うことが出来る。 

 『マイページ』で会員の詳細情報を閲覧することが出来る。 
 

初めて『マイページ』にログインする為に必要な物 

 パソコン 又は スマートフォン （インターネットに接続できる状態） 

 ログイン ID と 仮パスワード （『マイページログイン情報』と言う書面に記載されています） 

 メールアドレス （パスワードの設定 や 変更 に必要です） 
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ログイン方法 

ここではマイページに初めてログインする方法について解説します。 

『プロボウラー専用ページ』にログインする 

以下のアドレスにアクセスして下さい。（通常の JPBAのホームページとなります） 

https://jpba.or.jp 

 

画面右上の『プロボウラー専用ページ』をクリックして下さい。 

（注：トップページの内容は実際の画像と異なる場合があります。『プロボウラー専用ページ』の位置は変

わりません） 

 

パソコン画面 

 
 

 

スマホ画面 

※お使いのスマホによって若干見た目が異なる場合が 

 
 

クリックします 

クリックすると 

メニューが表示されます 

『プロボウラー専用ページ』 

をクリックします 

https://jpba.or.jp/


JPBA選手ページ操作マニュアル 

 

 5 / 21 マニュアルの電子版は https://www.jpba1.jp/mnu/manual_sys.pdf  

 

ログイン画面が表示されます。 

 
ログイン画面にログイン ID（英文字 2桁と数字 4桁の計 6桁）と、パスワード（仮パスワードは英数字 6

桁）を入力します。 

 

ログインボタンをクリックします。 

 
 

マイページが表示されます 

ログイン ID を入力 

パスワードを入力 

クリックします 
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ログインが完了しました。 
 

 

ログアウト方法 

『マイページ』からログアウトする 

画面右上のログアウトボタンをクリックします。 

 

トップページに戻ったらログアウトしている状態です。 

クリックします 
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※画面上に『○○さんログイン中』と表示されていないのを確認して下さい。（下記参照） 

 

ログインしている状態とログアウトしている状態 

 

ログインしている状態 

⇒『○○さんログイン中』と表示されます 

 
 

 

 

ログアウトしている状態（ログインしていない） 

 

ログアウトの大切さ 

マイページでは皆様のパーソナル情報が保管されている為、マイページでの作業が終わった際にはロ

グアウトを必ず行って下さい。 

 

セキュリティ上、一定時間操作を行わない場合は自動的にログアウトされますが、ご自分のパソコンで無

い場合など、少しの時間で第三者が操作する等のリスクがありますので習慣づけてログアウトするようにし

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン中の表示 

表示が無い 
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メールアドレスを登録する （仮パスワードを変更する） 

ここでは『マイページ』の機能を使用するためにプロ協会からの通知、情報の変更、パスワードの設定な

どを行う為に必要なメールアドレスを登録の説明を致します。 

※メールアドレスを一度登録した後に変更する場合は ⇒メールアドレスを変更する 

※登録後に仮パスワードを変更する場合は⇒パスワードを変更する 

『マイページ』にログインする 

※『マイページ』へのアクセス方法は ⇒ログイン方法をご参照下さい。 

 

『次へ』をクリックします。 

 
 

メールアドレスの登録（既に登録がある場合はメールアドレスが正しいか確認して下さい） 

新しいパスワードを入力して『変更内容の確認』をクリックして下さい。 

 

『次へ』をクリックします 

『変更内容の確認』 

をクリックします 

メールアドレスを入れる 

（既に入っている場合は間違いが無いか確認） 

パスワードを入れる 
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内容を確認して『変更する』をクリックします。 

※パスワードは『*******』で実際には表示されません。 

 
 

プロフィール変更手続き画面が表示されます。 

 
 

『マイページへ戻る』をクリックしてマイページの画面に戻って下さい。 

 
上記の画面が表示されます。以上でメールアドレス登録完了です。 

※「会員向け Information」が表示されていれば設定完了です。 

間違いが無ければ 

『変更する』をクリックします。 
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パスワードを変更する 

ここではパスワード変更することが出来ます。 

『マイページ』にアクセスする 

※『マイページ』へのアクセス方法は ⇒ログイン方法をご参照下さい。 
 

マイページの『パーソナル情報』の下の部分の『変更する』をクリックします。 

 

 

 
 

表示される画面から下に 

スクロールしてください 

『変更する』クリックします 
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プロフィール変更画面が表示されます。 

『パスワード』欄の『パスワードの変更はこちら』をクリックします。 

 
 

パスワード変更画面が表示されます。 

登録したメールアドレスを入力して ⇒『次へ ＞』をクリックします。 

 
『※入力エラーがあります』と表された場合は、メールアドレスが正しいか確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

登録したメールアドレス

を入力 

クリックします 

クリックします 
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下記の画面が表示されたら、ここでの設定は完了です。 

 
登録したメールアドレスに『JPBA会員パスワード再設定通知メール』が届きますので確認して下さい。 

 

メールの再設定 URLをクリックします。 

※クリックできない場合は URLをコピーして貼り付けて下さい。 

 
 

※メールが届かない場合： 

 迷惑メールフォルダに自動的に振り分けられている場合 

 迷惑メールのフォルダをご確認下さい。 

 メールアドレスを変更している・登録メールアドレスに誤りがある場合 

 マイページからメールアドレスが正しく入力されているか確認して下さい。 

 メールアドレスが間違っていた場合 ⇒メールアドレスを変更する（p）から変更して下さい 

 パソコンメール、フリーメールの場合 

 メールソフト、フリーメールサービス、インターネットプロバイダのフィルタリング設定を確認してください。 

また、異なるフォルダや迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性も考えられます。 
 ケータイキャリアのメールアドレスをご登録されている場合 

 「jpba1.jp」ドメインからのメール受信を許可してください。 

 詳しい設定方法は別紙『ケータイキャリアからのドメイン受信設定』をご参照下さい。 

パスワード再設定ページが表示されます。 

新しいパスワードを入力して下さい。 

入力後『パスワード変更』をクリックします。 

クリックします 
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※新しいパスワードと再入力したパスワードが一致しない場合はエラーが出ますので、再度パス

ワードを入力して下さい。 

 

会員パスワード変更完了ページが表示されます。 

『プロボウラー専用ページへ』をクリックしてログインを行って下さい。 

 
 

パスワード変更設定の完了です。 

 

 

 

 

 

クリックします 

新しいパスワード 

確認のため再入力 

クリックします 
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パスワードを忘れた場合 

ここではパスワードを忘れた場合に、パスワードを再設定することが出来ます。 

※登録してあるメールアドレスが必要です。登録してあるメールアドレスが分からない場合は

JPBA事務局へご連絡下さい（03-6436-0310） 

『プロボウラー専用ページ』にアクセスする 

画面右上の『プロボウラー専用ページ』をクリックして下さい。 

（注：トップページの内容は実際の画像と異なる場合があります。『プロボウラー専用ページ』の位置は変

わりません） 

 
 

 

ログイン画面が表示されます。 

 
『パスワードをお忘れですか？』をクリックします。 

パスワード変更画面が表示されます。 

クリックします 

クリックします 



JPBA選手ページ操作マニュアル 

 

 15 / 21 マニュアルの電子版は https://www.jpba1.jp/mnu/manual_sys.pdf  

 

登録したメールアドレスを入力して ⇒『次へ ＞』をクリックします。 

 
『※入力エラーがあります』と表された場合は、メールアドレスが正しいか確認して下さい。 

下記の画面が表示されたら、ここでの設定は完了です。 

 
登録したメールアドレスに『JPBA会員パスワード再設定通知メール』が届きますので確認して下さい。 

 

メールの再設定 URLをクリックします。 

※クリックできない場合は URLをコピーして貼り付けて下さい。 

 
 

 

登録したメールアドレス

を入力 

クリックします 

クリックします 
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※メールが届かない場合： 

 迷惑メールフォルダに自動的に振り分けられている場合 

 迷惑メールのフォルダをご確認下さい。 

 メールアドレスを変更している・登録メールアドレスに誤りがある場合 

 マイページからメールアドレスが正しく入力されているか確認して下さい。 

 メールアドレスが間違っていた場合 ⇒メールアドレスを変更するから変更して下さい 

 パソコンメール、フリーメールの場合 

 メールソフト、フリーメールサービス、インターネットプロバイダのフィルタリング設定を確認してください。 

また、異なるフォルダや迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性も考えられます。 
 ケータイキャリアのメールアドレスをご登録されている場合 

 「jpba1.jp」ドメインからのメール受信を許可してください。 

 詳しい設定方法は別紙『ケータイキャリアからのドメイン受信設定』をご参照下さい。 

パスワード再設定ページが表示されます。 

新しいパスワードを入力して下さい。 

入力後『パスワード変更』をクリックします。 

 
※新しいパスワードと再入力したパスワードが一致しない場合はエラーが出ますので、再度パス

ワードを入力して下さい。 

 

会員パスワード変更完了ページが表示されます。 

『プロボウラー専用ページへ』をクリックしてログインを行って下さい。 

クリックします 

新しいパスワード 

確認のため再入力 
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パスワード変更設定の完了です。 

『選手情報』の変更・追加 （変更・追加申請を行います） 

ここでは現在登録されている会員の情報を閲覧できます。 

今までに登録されている情報の他にも新しい情報の入力も可能です。 

会員情報の確認 

マイページにアクセスする。 

※『マイページ』へのアクセス方法は ⇒ログイン方法をご参照下さい。 

 

 
※選手情報、『パーソナル情報』、『ライセンス情報』が表示されます。 

クリックします 
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会員情報の変更・追加 

『マイページ』で表示されている情報の変更・追加を行う場合は、画面の『変更する』をクリックします。 

※項目によっては変更できない情報もあります。 

 

 
 

プロフィール変更画面が表示されます。 

 
ここでは変更する項目・追加する項目を入力します。 

※現在登録してある項目は既に埋まっていますので、変更する場合は直接変更して下さい。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

変更項目は『非公開情報』『公開情報』『任意公開情報 A』『任意公開情報 B』に分かれています。

パスワードの変更はパスワードを変更するをご参照下さい。 

 

又、ここで表示されていない項目は変更できませんので、表示項目以外の変更を必要とする場合

は JPBA事務局へご連絡下さい（03-6436-0310） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

『変更する』をクリックします 
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変更・追加する項目を入力し、『変更内容の確認』をクリックします。 

※変更しない場合は『変更しないでマイページへ戻る』をクリックします。 

 
 

プロフィール変更確認ページが表示されます。 

内容を全て確認し、間違いが無ければ画面下の『変更する』をクリックして下さい。 

 
 

 
 

 

 

 

 

クリックします 

クリックします 
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プロフィール変更手続き完了 画面が表示されます。 

『マイページへ戻る』をクリックして下さい。 

 
 

マイページのパーソナル情報で『（登録データ変更申請中）』が表示されている状態では、マイページか

ら閲覧した際は情報が変更されていますが、ホームページの選手データ（一般の誰でも見られる情報）

は変更前の状態になっています。 

 
変更申請は JPBA事務局が変更内容を確認した後更新されますので変更完了まで時間を要する場合が

ございます。予めご了承下さい。 

 

ご不明な点等は JPBA事務局へご連絡下さい（03-6436-0310） 

『マイページ』で出来る事 ※6 月 1 日現在 

6月 1日現在、マイページの機能です 

会員情報の確認 

マイページ内で会員の各種情報を閲覧できます。 

(ア) ライセンスナンバー、氏名、生年月日などのパーソナル情報 

(イ) 所属、用品契約、プロ入りなどの選手情報 

(ウ) Twitter、Facebook等の SNS関連情報 

(エ) インストラクターライセンス等の資格情報 

(オ) 大会成績等の記録情報 

会員情報の変更 

マイページ内で閲覧できる会員情報の変更 

※一部変更できない情報もございます。その他の会員情報も変更や変更申請がマイページより可

能となります。6月 1日現在機能の調整を行っております、随時機能追加を行ってまいります。 

クリックします 
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会員 INFORMATION 

1. 会員 INFORMATIONが確認できます 

 

プロ協会から発信される会員向けの情報が閲覧できます。 

 
 

2. 情報が更新された際の通知 

(ア) 会員向け INFORMATIONが更新された際に、必要な項目が登録メールアドレスに送られま

す。情報が公開されたことをお知らせするメールですので、見逃しが無くなり、リアルタイムで情

報が確認できます。 
 


