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概要

2

2021年度公益財団法人日本レスリング協会登録について、スポーツイベント集客管理
サービス『e-moshicom(モシコム）』を利用して申し込みを行います。

昨年度より導入されている登録方法と同様に役員、競技者（社会人・マスターズ）、学校・社
会人等の代表者（監督・コーチ）、賛助会員 、競技者登録を行って頂くことが可能です。
決済方法については、コンビニ支払・クレジットカード決済・PayPal決済(クレジットカー
ド・銀行）・AmazonPay支払いがご利用できます。

e-moshicom(モシコム）とは

各種スポーツイベントの申込管理、
会員管理ができる汎用サイトです。利用するにあたり、
主催者（運営者）、申込者（会員）ともに、
モシコムへの会員登録（無料）が必要になります。

https://moshicom.com

https://moshicom.com/


申込の流れ
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登録代表者は、最初に、モシコムアカウントを取得します
(無料）。アカウント登録にはメールアドレスが必要とな
ります。
昨年度すでにアカウント登録されている方は同じアカウン
トを利用してください。

モシコムの会員登録

2021年度 日本レスリング協会登録

モシコムアカウント（メールアドレス/パスワード）で
ログインし、日本レスリング協会登録申込と支払いを同時に
行います。

【支払い方法】
クレジットカード/コンビニエンスストア/Amazon Pay

☆各種登録費の支払
※1名あたり320円の決済手数料が合算して請求されます
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登録代表者は、最初に、モシコムアカウントを取得します(無料）。既に昨年
度日本レスリング協会選手登録手続きの為のモシコムアカウントをお持ちの
方は、同じアカウント（メールアドレス）で利用できます。

１．https://moshicom.com へアクセスして、右上の「ログイン」をクリック。
ログイン後はP11へ

２．モシコムアカウントをお持ちでない方（新規登録）の方は、「会員登録」ボタンを
クリックします。

モシコムのアカウント取得-1・ログイン

https://moshicom.com/


モシコムのログインアカウント取得-2
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3．メールアドレス入力をします。

メールアドレスは、共有できるアドレス登録を
推奨します。

アドレスの入力を終えたら、
利用規約に同意の上 次へ



モシコムのログインアカウント取得-3
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４．入力しているメールアドレス確認をして登録をします。

下記メールが届きますので、
ＵＲＬをクリックします。



モシコムのログインアカウント取得-4
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5．項目を入力します。

【ログインパスワード】
任意のパスワードを登録してください。
※半角英数字混在で8文字以上

【ニックネーム、お名前】
団体名、クラブ名を入力してください。

例）公益財団法人 日本レスリング協会 の場合

ニックネーム：公益財団法人 日本レスリング協会
姓： 公益財団法人
名： 日本レスリング協会
セイ： コウエキザイダンホウジン
メイ： ニホンレスリングキョウカイ

【生年月日】
全団体共通で 2000年1月1日 で登録してください。

【性別】
全団体共通で 男性 で登録してください。

※個人で登録する場合は、
正しい個人情報の入力をしてください。



モシコムのログインアカウント取得-4
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【ご住所】
クラブ団体の所在地を登録してください。

【自宅電話番号】
クラブ団体の電話番号を登録してください。

【興味のあるスポーツ】
レスリングチェックを入れてください。

【秘密の質問】
【秘密の回答】

実際の運用で使用しませんが、登録しないと
進めないので何かしら適当に指定してください。

上記項目の登録が完了したら、確認するへ進み、
会員登録を完了してください。

登録完了画面

登録完了画面
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パスワードを忘れてしまっている方は
https://moshicom.com へアクセスして、右上の「ログイン」をクリック。
パスワードを忘れた方をクリックして、パスワード再発行をしてください。

モシコムのアカウント-リマインド

https://moshicom.com/
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①登録メールアドレスを入力して、「送信
する」クリック

②メール送信完了 の表示になったらメー

ルを確認します。

モシコムのアカウント-リマインド

【イー・モシコム】Sports net ID パスワード再発行

③メールを確認します
件名：【イー・モシコム】Sports net ID パスワード再発行
メール本文のURLをクリックして
パスワード再設定をします。

操作を完了したら、ログインをしてP11へ

１

２

３



2021年協会登録ー1
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クラブ、団体、個人の会員情報から申し込みをします。

モシコムの会員登録を利用して申込をします

モシコムアカウントの登録が終わったら…

URL： https://moshicom.com/51498/

同じチケットは、1度に1～20名までのメンバー申込がで
きます。

カテゴリーが異なるチケットや、この人数を超える申込
は複数回操作が必要です。

https://moshicom.com/51498/


2021年協会登録ー2
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sample

同じチケットは、1度に1～20名までのメンバー申込がで
きます。

個人で会員登録をした方は１枚を選択
クラブ名義登録の方は、選択チケットでの必要人数を選
択してください。

カテゴリーが異なるチケットや、この人数を超える申込
は複数回操作が必要です。

※個人登録名義の会員登録からお知り合いの方の手続き
を行うことは可能です。

申込者１人目～
選択したチケット人数分入力フォームが表示されます

・氏名、氏名ﾌﾘｶﾞﾅ
・性別
・生年月日
・電話番号
・住所

既にメンバー登録で使用されている、メンバー情報が表
示され、選択できます。
メンバー情報の編集はこちら
https://moshicom.com/member/

https://moshicom.com/member/


2021年協会登録ー3

13

申込に必要な項目を入力します。

・選択している選手情報の確認、チェック

・学校名・クラブ名・勤務先名：テキスト入力（必須）
※クラブ名称は略さず正式名称を入力してください

・学校名・クラブ名・勤務先名カナ：テキスト入力（必
須）

・所属都道府県：選択（必須）

・会員区分：択一チェック方式

sample
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「イー・モシコム申込規約」「イベント主催者申込規約」
を確認して、同意にチェック後

入力を終えたら「次へ」

2021年協会登録ー4

sample



2021年協会登録ー5
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ご希望のお支払い方法の▽をクリックして選択
します。

選択を終えたら「お申し込み内容を確認する」
ボタンをクリック

支払方法

・コンビニ
・クレジットカード決済
・PayPal決済、PayPal銀行決済、
・AmazonPay

※選択しているチケット料金と決済手数料
が合算されて請求されます。

sample



2021年協会登録ー5①
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●クレジットカード決済

①お支払い方法の詳細（クレジットカード決済）

『カード情報を入力』をクリックして
決済するカード情報を入力します。

カード番号・有効期間・セキュリティコード・
カード名義を正しく入力してください

※カード情報を保存することもできます。

必要情報の入力が出来ましたら『お申し込み内容
を確認する』をクリックしてください。

P.21へ

sample



2021年協会登録ー5②
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●コンビニ決済

②支払い方法の詳細（コンビニ決済）

『コンビニ決済・ペイジー』をクリックして
ご希望の支払いコンビニを選択します。

必要情報の入力、選択が出来ましたら『お申し込
み内容を確認する』をクリックしてください。

P.21へ

『コンビニ決済・ペイジー』は登録してから
＋７日が支払い期限

期限内に入金を完了しませんと、お申し込みが無
効になります。

sample



2021年協会登録ー5③
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③お支払い方法の詳細（Amazon Pay）

Amazon Payを選択して『お申し込み内容を確認』を
クリックすると Amazonサイトの画面が遷移します。
問題が無ければ『続行』をクリックしてください。
予め、 Amazonアカウントを準備してください。

お支払い方法を変更する場合にはAmazon Pay画面内
『キャンセルしてe-moshicomに戻る』をクリックし
てください。

P.21へ

● Amazon Pay
sample



2021年協会登録ー5④
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●PayPal決済

④お支払い方法の詳細（PayPal決済）

PayPalアカウントでのお支払いを選択して『お申し込み
内容を確認する』をクリックすると PayPalサイトへ画
面が遷移します。
PayPalアカウントでのログインをしてください。問題が
無ければ『今すぐ支払う』をクリックしてください。
予め、 PayPalアカウントを準備してください。

お支払い方法を変更する場合には、PayPal画面内『キャ
ンセルしてe-moshicomに戻る』をクリックしてくださ
い。

P.21へ

sample



2021年協会登録ー5⑤
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⑤お支払い方法の詳細（PayPal銀行決済）

『銀行決済、銀行口座から支払う』を選択して『お申し込み
内容を確認』をクリックすると PayPalサイトへ画面が遷
移します。
PayPalアカウントでのログインをしてください。問題が無
ければ『今すぐ支払う』をクリックしてください。
予め、 PayPalアカウントを準備してください。

お支払い方法を変更する場合には、PayPal画面内『キャン
セルしてe-moshicomに戻る』をクリックしてください。

P.21へ

●PayPal銀行決済

sample



2021年協会登録ー6
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お申し込み内容を確認して「上記の内容で確定する」
ボタンをクリック

お申し込みが完了しました。という表示になりエン
トリー完了です。

コンビニ・ペイジーATM支払いの方は確認メールも
しくは、「申込情報確認」から入金番号を確認でき
ます。次ページ参照

エントリー期間内は、マイページの「申込履歴」も
しくは「申込情報確認」から入力内容の修正が可能
です。

カード決済、AmazonPay、PayPal決済は即入金と
なりますので、即時に会員証が発行されます。

sample



2021年協会登録ー7
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各店舗での支払い手順は

「支払い方法を確認する」ここをクリックして表示
できます。

『コンビニ決済・ペイジー』は登録してから
＋７日が支払い期限です。

期限内に入金を完了しませんと、お申し込みが無
効になります。

sample



申込履歴の確認
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お申し込み内容は、マイページ「申込履歴」から確認できます。(コンビニ番号確認）

詳細を見る場合や、コンビニ番号の確認は
「申込状況確認」から操作します。

sample



領収書の発行
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領収書は、入金完了後マイページ「領収書発行」からPDFで発行できます。

領収書は「領収書発行」から操作します。

sample

宛名を変更したい場合には入力をして「発行する」をク
リックすると、右のサンプルのような領収書が発行されます。

sample



会員証の発行-1
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マイページ「申込履歴」から確認できます。

マイページの「申込履歴」

「申込情報確認」をクリックします。

※コンビニ、ペイジー支払いで未入金の状態
では会員証は発行されません

sample



会員証の発行-2
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「会員証」をクリック

登録者毎に登録番号が異なります。

sample



会員証の発行-3
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21-0001

sample
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よくある質問-FAQ

A

昨年度登録しているが、登録しているアカウントメールアドレスがわからなくなってしまった。

心当たりのメールアドレスで照会操作をしてみてください。該当が見つからないという表示なってしまった場合には、メール以外の
方法でパスワード再設定をおこないます。RUNNETのパスワード再設定操作をお試しください。
https://runnet.jp/reminderAction.do

Q

A

申込をしたが、コンビニ、ペイジーの支払いを期日までできず、無効となってしまった。

無効となってしまった場合には、お手数となりますがもう一度お申し込みをし直しして、新しい入金番号を取得してください

Q

A

操作をしたが、パスワード再設定用のメールが届かない。

迷惑フォルダなどに振り分けられている可能性があります。ドメイン制限をかけている場合は、@moshicom.comドメインを
受信許可にしてください。また、受信ボックス側のセキュリティ設定についても確認をお願いいたします。

Q

A

申込をしたが、コンビニ、ペイジーの入金番号がわからない。メールが届かない。

申込完了メールもしくは、マイページ「申込履歴」から確認できます。

Q

A

昨年度登録しているが、登録しているメールアドレスが使えなくなってしまった。

モシコムへのログインは登録時のメールアドレスでログインができます。ログインが完了したら、申込手続き前にプロフィールより
メールアドレスの変更をしてください。メールアドレスの変更完了後にお申込みをしてください。

Q

モシコム申込者HELP FAQもご参照くださいhttps://help.moshicom.com/faq/faq_ent/

https://runnet.jp/reminderAction.do
https://help.moshicom.com/faq/faq_ent/


お問い合わせ
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登録手順やお支払い方法操作でお困りの方は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

株式会社アールビーズモシコム事務局

https://moshicom.com/contact/

※指定の電話番号、メールアドレスにご回答させていただきます。

運用に関するご質問や、ご相談は日本レスリング協会へお願いします。

https://moshicom.com/contact/

