2014 年 度 Web 登 録 申 請 ガ イ ド
（継続チーム登録申請）

2014 年 3 月 19 日まで
に継続登録申請
Ｂ
をされる方へ

＜重要！必ずお読みください＞

2014 年度登録に関するご案内

2014 年 4 月 1 日（火）より、Web 登録システム（KICKOFF）が
リニューアル致します。
リニューアルに伴い、4 月以降に一部再申請をしていただく必要がございます。
（詳細は本ガイド P.4 以降にてご案内しております。）
お手数をおかけし恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
【ご注意点】
・本ガイドは、2014 年 2 月 17 日（月）～2014 年 3 月 19 日（水）の期間に、現 KICKOFF にて
継続チーム登録の申請をされる方へのご案内になります。
・リニューアルに伴うシステム利用停止期間がございます。
① 2014 年 3 月 8 日（土）AM2：00～PM12：00※予定 ［10 時間利用停止］
② 2014 年 3 月 20 日（木）AM2：00～3 月 31 日（月）※時間未定 ［12 日間利用停止］
上記期間は、各種申請が出来ません。
・途中保存された場合の申請情報は、リニューアル後のシステムに反映されません。
ご迷惑をおかけしますが、途中保存の申請は、2014 年 3 月 19 日（水）までに申請完了していただきます
ようお願い致します。
・「2014 年度チーム確認カード」は、4 月以降の KICKOFF 初回ログイン時まで大切に保管してください。
（再申請をしていただく際の初回ログイン時に、チーム登録番号とパスワードの入力が必要になります。）
・リニューアルに伴い、KICKOFF サイトの URL を変更致します。ブックマークされている方は、4 月以降に
変更をお願い致します。 （新 URL http://kickoff.jfa.jp/ ※2014 年 4 月 1 日から）
・リニューアルについての詳細のご案内は、公益財団法人日本サッカー協会ホームページをご覧ください。
（ http://www.jfa.or.jp/newkickoff/index.html ）
【本ガイドの日時表記について】
システムサービス時間帯は、AM6:00 ～ 翌日 AM2:00 です。
（毎日 AM2:00 ～ AM6:00 は定期メンテナンスのため、ご利用いただけません。）
※本ガイド表記例：3 月 19 日(水)まで＝3 月 20 日(木)AM2：00 まで
4 月 1 日(火)から＝4 月 1 日(火)AM6：00 から

継続チーム登録申請サイトは、2014 年 2 月 17 日（月）からオープンします。(※)
申請開始・締切時期については、所属される都道府県サッカー協会の案内をご確認ください。
※2013 年度登録が〔種別：女子 種別区分：少女〕であったチームは、
2014 年 3 月 8 日（土）PM12：00 予定からオープンします。




ログインする際は、所属する都道府県サッカー協会から配布された「2014 年度チーム確認カード」を
ご参照ください。
登録料や登録料の支払方法などについては、所属する都道府県サッカー協会の案内にしたがってください。

【 継続チーム登録申請の流れ 】
①ログイン

②チーム情報の
登

録

③選手情報の
登

④入力内容の

録

確認と申請
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⑤都道府県承認後
選手証/監督証 発行・送付

① ログイン
●日本サッカー協会ホームページ http://www.jfa.or.jp/
の、“JFA への登録はこちらから”をクリックします。

●「チーム/選手」をクリックしてください。

●チーム登録番号と初回パスワード（チーム確認カードが
貼られている台紙に印字）を入力して、ログインします。

●チーム確認カードを参照しながら、当てはまる４つの
数字を入力してください。

※2014 年 2 月 17 日（月）から 2014 年 2 月 28 日（金）までは
2013 年度と 2014 年度のボタンが表示されますので、
「2014 年度」を選択してください。
（2013 年度の申請は、2014 年 2 月 28 日(金)で終了します。)

●「2014 年度の注意点」を必ずご確認いただいた後、
メニュー画面の「継続登録申請」をクリックし、登録を
開始します。

◎初回ログイン時のみ
〔新しいパスワード・秘密の質問と答えの設定〕
ここで設定した新しいパスワードが次回ログイン時
のパスワードになりますので、忘れないようにして
ください。
〔JFA 基本規程およびプライバシーポリシー〕
記載内容を必ずよくお読みいただいた上、同意
される場合は、［同意する］をクリックしてください。

～「継続登録申請トップ画面」～
【チーム情報の登録】 → 【選手情報の登録】 → 【全ての項目の確認と申請】

②-1 チーム情報の登録

④-1 入力内容の確認と申請
③-1 選手情報の登録
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●前年度のチーム登録情報が表示されま ●卒業・退団する選手を抹消します。
すので、必要に応じて修正してください。
また、継続する選手の情報を必要に
全情報入力後、［入力内容を確認する］
応じて修正してください。
をクリックします。

●入力内容（チーム・選手情報）を確認
し、［申請する］をクリックします。

第 4 種チームのみ表示

②-2 チーム情報の登録
●日本サッカー協会に指導者登録を
y
している監督は、「指導者登録番号」を
入力してください。
既に公認指導者ライセンス認定証が
発行され、2014 年 1 月 27 日(月)
までに指導者登録料の自動引き落と
しが完了している方は、2014 年度の
チーム登録の際に指導者登録番号を
入力すると、監督登録料が免除になり
ます。
●第４種チームで監督が指導者登録
番号を持っていない場合は、指導者
登録番号を持っている方をコーチとし
て登録してください。※コーチの入力
欄は第４種チームのみ表示されます。

③-2 選手情報の登録
●追加する選手の情報を入力し、登録
する選手を追加してください。全選手
入力後、［入力内容を確認する］を
クリックします。

④-2 入力内容の確認と申請
●チーム・選手情報内容を再度確認し、
［申請する］をクリックします。
これで継続チーム登録申請は終了
です。申請完了画面に表示される受
付整理番号を必ず保管してください。

第４種チームは、日本サッカー協会の指導者資格を
取得している（指導者登録番号をもっている）方を、
監督もしくはコーチとして登録することが義務づけら
れています。

⑤ 都道府県サッカー協会の
承認後、選手証／監督証が
●チーム情報の入力内容を確認し、
［OK］をクリックします。

●選手情報の入力内容を確認し、
［OK］をクリックします。

発行・送付されます

「継続登録申請トップ画面」
に戻る
※画面詳細は変更になる可能性があります
がね￥

▶新しい KICKOFF では、便利な機能が追加されます！
・各種申請の承認、申請内容不備による差し戻し/却下などのお知らせがメールで届きます
・JFA 指導者資格をお持ちの監督・コーチをチームに登録すると、自動でリフレッシュポイントが付与されます
・外国籍選手などの選手登録に必要な申請書類を、KICKOFF にアップロードして提出できます
・他チームに登録中の選手を自チームに移籍させる場合、登録中チームに抹消依頼を行なう
「移籍選手追加登録申請」ができます
・電子選手証がチーム登録責任者および選手自身で出力できます

▶従来の KICKOFF からの主な変更点
・移籍承諾番号が廃止されます

・KICKOFF にログインできる登録担当者は最大 3 名までとなります
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リニューアルに伴い、4 月以降に下記 3 つのお手続きをお願い致します
＜4 月 1 日以降にお手続きいただく流れ＞
① チーム登録責任者（※１）・監督・コーチ・所属審判員は、 “JFA ID（※２）” を各自取得
② チーム登録責任者は、取得した JFA ID にチーム情報を紐づけ
③ チーム情報変更申請にて、監督・コーチ・所属審判員の情報、チーム情報を一部再登録
(必要に応じて、チーム登録責任者代理（※３）もチーム情報変更申請から登録)
（※１）チーム登録責任者とは、登録担当者を指します。 （※２）JFA ID の概要については、日本サッカー協会 HP をご覧ください。
（※３）チーム登録責任者代理は、登録責任者と同様にチームの登録申請作業ができます。1 チームにつき最大２名まで登録可能です。

① チーム登録責任者・監督・コーチ・所属審判員 各自での JFA ID 取得方法
1. http://kickoff.jfa.jp/へアクセス
（2014 年 4 月よりオープン）
2.［新規 JFA ID 登録］をクリック

5.入力内容に誤りがなければ、［上記の
情報で登録する］をクリック

3.今後 KICKOFF サイトへログインする際に
使用する「ログイン ID」と「パスワード」
を入力し、会員規約に同意される場合のみ
同意欄にチェックしてください。
※どちらもご自身で任意に設定できます。

6.4.で入力したメールアドレスに仮登録の
メールが送信されます。届いたメールを
ご確認ください。
※この段階ではまだ JFA ID の登録は完了
しておりません。

4.個人情報を入力

7.メール本文に記載の URL にアクセス
（JFA ID 仮登録メールのイメージ）

（仮登録メールのイメージ図）

8.4.で入力したメールアドレスに登録完了
メールが送信されます。届いたメールを
ご確認ください。

9.メール本文に、発行された JFA ID が記載
されています。この ID は忘れずに保管
してください。
（JFA ID 登録完了メールのイメージ）

これで JFA ID の
取得は完了です
10.ご自身で設定したログイン ID とパスワード
を入力し、［ログイン］をクリック

11.「マイページ」をクリック
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ここから先(10.～17.)は、
保有資格登録の流れです。
JFA ID と保有資格の紐づけ
を行います。
JFA 指導者資格をお持ちの
監督・コーチ、JFA 審判資
格をお持ちの所属審判員
は、以降のお手続きもお願
い致します。

12.［保有資格登録］をクリック

※画面詳細は変更になる可能性があります

13.保有資格の紐づけ方法を選択
登録情報検索：JFA ID 登録情報(氏名・生年月日)を
元に、保有していると考えられる各
種資格を自動検索して登録する方法
手 動 登 録 ：保有している資格をご自身で入力し
て登録する方法

16.資格登録完了メッセージが表示されます。
［ＯＫ］をクリック

14.保有している資格を選択

15.選択したカテゴリーの資格登録番号と
パスワードを入力し、［登録する］を
［登録情報検索］選択：JFA ID 登録情報(氏名・生年月日)
クリック
に合致するデータが存在するカテ
ゴリーがクリック可能
［手 動 登 録］選 択：全カテゴリーがクリック可能

資格登録番号：指導者の場合…指導者登録番号
審判の場合…審判登録番号
パスワード :従来の各資格カテゴリーKICKOFF
サイトのログインパスワード

17.マイページ画面に戻り、登録した資格情報
が表示されます。これで保有資格の紐づ
けは完了です。
個人情報の変更、
ご自身の顔写真は
こちらから登録でき
ます。

（イメージ）

② チーム情報の紐づけ ※チーム登録責任者の方がお手続きください
1.ご自身で設定したログイン ID とパスワード
を入力し、［ログイン］をクリック

2.「マイページ」をクリック

3.［保有資格登録］をクリック

4.［手動登録］を選択

5.［チーム責任者（サッカー）］を選択

6.資格登録番号＝チーム登録番号
パスワード ＝2014 年度 KICKOFF サイト
のログインパスワード
を入力し、［登録する］をクリック

7.登録完了メッセージが表示されます。
［ＯＫ］をクリック

8.マイページ画面に戻り、チーム情報が
表示されます。これでチーム情報の紐
づけは完了です。

従来の KICKOFF で
初 回 ログ イン時 に 設
定したパスワードです

（イメージ）
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※画面詳細は変更になる可能性があります

③ チーム情報変更申請にて、監督・コーチ・所属審判員・チーム情報を一部再登録
1.トップページより、
「チーム(サッカー)」
をクリック後に表示される「チームを選
択してください」をクリック

4.チーム名(英字名)、必要に応じてチーム
登録責任者代理(JFA ID を取得した方の
み登録可)を入力後、[次へ]をクリック
チーム・選手登
録の手続きが出
来る方は、チー
ム登録責任者 1
名、代理 2 名の
最大 3 名となり
ます。
3 名以内であれ
ば都度、責任者
を変更/削除/追
加が可能です。
(JFA ID を取得し
ている方のみ)

7.申請内容に誤りがなければ、［申請］をクリック

2.前ページの②にて紐づけ登録した
チーム名が表示されます。
申請を始めるチームを選択。

5.チーム連絡先のメールアドレスを
従来の KICKOFF で登録されていな
かった場合は、メールアドレスを
入力してください。
入力後、[次へ]をクリック

3.選択したチーム名が表示されます。
メニュー一覧より、
「チームの各種申請」
⇒「チーム情報変更申請」をクリック

6. 監督・コーチ・所属審判員の情報
(JFA ID を取得した方のみ登録可)を
入力後、［内容確認へ］をクリック

こちらに入力
する監督・コー
チには、自動
でリフレッシュ
ポイントが付
与されます

8.申請した旨のメッセージが表示されます。
申請はこれで完了です。
所属の都道府県サッカー協会が承認次第、
情報変更完了となります。
申請が承認または差し戻し/却下
がされた場合、チーム登録責任
者・代理、チーム連絡先のメール
アドレスに通知メールが送信され
ます
（イメージ）

電子登録証をご活用ください！
チーム登録責任者(代理含む)は、顔写真を登録した選手の電子選手証を出力することが可能です。
また、JFA ID を取得した選手であれば、選手自身で顔写真の登録・電子選手証を出力することが可能です。
（電子監督証は、監督自身のみ出力可能）
選手証および監督証は、日本サッカー協会より送付されるカード状のものだけではなく、各自で出力した
電子登録証も利用可能となります。
選手/監督の情報変更や選手証/監督証を紛失された場合、各種電子登録証にてご対応ください。
※電子登録証の利用については、出場されるリーグや大会の運営担当者へ事前にご確認ください。
写真のアップロードや出力方法などは、KICKOFF 内のマニュアルをご覧ください。
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※画面詳細は変更になる可能性があります

