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 「JFA ID」とは、JFAが提供する様々なサービスをご利用いただける統合IDです。

 「JFA ID」を取得すると、KICKOFFシステムにて資格取得や選手情報、チームに関する権限など、

複数の情報を一括で管理することができます。

1. JFA IDとは
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2. 新規登録時のご注意事項

■JFA IDはお一人様おひとつとなります。

JFA IDを複数登録をしてしまうと、正常にサービスを受けられない場合がありますのでご注意ください。

■チーム名や学校名など、団体名での登録・ご利用はできません。

■チームなどの代理によるJFA ID登録はご遠慮ください。

チームや学校が代理でJFA IDを登録することで、

JFA IDの複数取得や登録情報の誤りなど様々なトラブルが発生しております。
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下記の推奨環境からご利用をお願いします。

3. 推奨環境について

Windows 7、8.1、10（タブレットモードを除く）
Mac OS X 10.7、10.8、10.9
iOS

OS

Internet Explorer 11
Google Chrome
Safari(Macの場合は、Mac OS X 10.9のみ）

※Windows10に搭載されているMicrosoft Edgeにつきましては、推奨環境外となります。

ブラウザ
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②JFAへの登録画面で表示される「JFA KICKOFF｣をクリックします。

③JFA IDログイン画面が表示されます。

①JFA公式サイト（http://www.jfa.jp/）にアクセスし、 右上の「JFAへの登録」をクリックします。

JFA IDログイン画面はインターネット検索画面にて
「JFA ID」と入力し検索することも可能です。

JFA ID

①

②

4.  JFA IDの登録手順
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登録手順

登録済みのJFA IDにログインできない場合は、
再設定をお試しください。

「＞ログインＩＤをお忘れの方はこちらから」、
「＞パスワードをお忘れの方はこちらから」より
それぞれ再設定することができます。

両方お忘れの方は、
「＞ログインＩＤをお忘れの方はこちらから」より
再設定をお試しください。

①

① 「JFA IDの新規登録」ボタンをクリックします。

 JFA IDのログイン画面

4.  JFA IDの登録手順
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登録手順

4-1. ログインID・パスワードを設定する
 新規登録画面（ログインID・パスワード入力）

JFA IDにログインする時に使う「ログインID」と「パスワード」を設定します。

①
②

③

4.  JFA IDの登録手順

① ログインIDを入力します。

8桁以上の半角英数字・記号の組み合わせで
設定してください。

※既に使用されているログインIDは設定できません。

② パスワードを入力します。

確認のため2箇所に入力してください。

8桁以上の半角英数字の組み合わせで
設定してください。

入力の際にパスワードの安全度が表示されます。
なるべく安全度の高いパスワードを設定することを
お勧めします。

ログインIDと同一のパスワードや、

ログインIDすべてまたは一部を含むパスワードは、

セキュリティ上設定できません。

③ 「会員規約」をご確認いただき、

同意にチェックをし「次へ」をクリックします。

登録完了
登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順

4-2. リスペクトFCへの賛同を選択する
 新規登録画面（リスペクトF.C.JAPAN）

リスペクトFCに賛同するかしないかを選択します。

① 『リスペクト（「大切に思うこと」）』の内容をご
確認いただき

「賛同して次へ進む」 または

「賛同しないで次へ進む」

どちらかを選択し「次へ」をクリックします。

①

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順

メールが受信できない場合、
登録を完了することができません。

メールが届かない場合は、メインメールアドレス
入力欄下の「メールが届かない場合は、こちら」を
ご確認ください。

4-3.必要情報（共通属性）を入力する
 新規登録画面（共通属性入力）

秘密の質問、メールアドレスなどを入力します。

① 秘密の質問と答えを設定します。

万が一、ログインIDやパスワードを忘れた場合、
秘密の質問に答えることで、
ログインID・パスワードの再設定ができます。

② メールアドレスを入力し、
メール到達確認ボタンをクリックします。
JFAからのメールが受信可能なアドレスかどうか
確認します。

③ 入力されたメールアドレス宛に
「[JFA ID]メール到達確認のお知らせ」の
件名でメールが送信されていることを確認し
ます。

画面中略

質問を選択するか
オリジナルの質問を作成してください

①

②

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順 新規登録画面（共通属性入力）
続けて、姓名、性別、生年月日、住所などの必須項目を入力します。

① 姓名、性別、生年月日などを入力します。

② 住所を入力します。

住所入力は郵便番号入力後、
「住所検索」ボタンをクリックし、表示される候補から
ご自身の住所を選択してください。

続きの住所と建物名や部屋番号を入力してください。

③ 必須項目すべての入力が完了したら、画面
下部の「確認する」 ボタンをクリックします。

画面中略

①

②

③

画面中略

ご住所を正しく登録されないと審判物品などの
配送物が届きませんのでご注意ください。

なお、ご登録されるご住所は必ずご本人の情報を

ご登録ください。学校や会社等のご住所を登録し
配送物がご本人の元に届かない等、様々なトラブル
が発生しております。

4-3.必要情報（共通属性）を入力する

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順

4-4. 入力内容の確認する
 新規登録画面（入力内容確認）

入力した情報に誤りがないか、確認してください。

① 入力した内容で問題がなければ、
「上記の情報で登録する」をクリックします。

画面中略

①

以下の項目は、JFA IDとKICKOFFの資格情報を
紐付けた後や講習会申込みを行うと
ご自身での変更ができなくなります。

登録内容に誤りがないか再度ご確認ください。
• 姓名の「名」（漢字、フリガナ）
• 性別
• 生年月日

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順

① 「［JFA ID］登録確認メール」の件名でメール
が送信されていることをご確認ください。

4-5. 登録確認メールを確認する
 入力されたメールアドレスに確認のメールが送信されます。

メールが届かない場合は、迷惑メール等の
設定で、メールの受信が拒否されてしまっている
可能性があります。

メールが届かない場合は、「@mail.jfaid.jfa.jp」から
のメールを受信拒否しないようプロバイダーや携帯
電話などの設定を変更した上で、再度新規登録を
し直してください。
（受信拒否の設定の方法が不明の場合は、ご契約の
プロバイダーや携帯会社等にご確認ください。）

※再度JFA IDの新規登録を行う場合、24時間以内は
同一のログインIDをご利用いただけませんので
ご注意ください。

※メールの文言は変更になる可能性があります

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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登録手順

4-6. 登録の完了
 到着したメールに記載されたURLにアクセスすると登録完了です。

① メール本文記載のURLをクリックします。

② 表示される画面にて登録の完了を確認後、
「ログイン画面に戻る」をクリックします。

③ JFA IDログイン画面が表示されましたら、
作成したログインID・パスワードでログインを
お試しください。

メール本文記載のURLをクリックしないと、
登録が完了しません。

必ず忘れずにクリックしてください。
24時間経過すると、登録が無効となります。

※メールの文言は変更になる可能性があります

①

②

4.  JFA IDの登録手順
登録完了

登録確認
メール

入力内容
確認

共通属性
入力

リスペクト
FC賛同
選択

ログインID
パスワード

設定
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