
選手抹消申請・
移籍選手抹消申請
　 チームに所属中の選手を抹消する場合の説明です。
 　他チームより移籍選手抹消申請依頼がきた場合の説明です。

選手登録抹消申請画面へ移動A-1
チームに所属中の選手を抹消する場合A

選手登録を抹消
申請したい場合
は、メニュー欄の
「チーム（サッカー）」
→「選手の各種
申請」→「選手抹消
申請」をクリック
してください。

抹消する選手の選択A-2
「選手抹消申請」をクリックすると選手登録抹消
申請画面へ移動します。登録を抹消したい選手に
チェックを入れ、［内容確認へ］をクリックしてくだ
さい。

移籍選手登録抹消申請画面へ移動B-1
他チームより移籍選手抹消申請依頼が来た場合B

B
A

他チームより移籍
抹消申請依頼が
来 た 場 合 は 、
メ ニュ ー 欄 の
「チーム（サッカー）」
→「移籍選手の
各 種 申 請 」→
「選手抹消申請」
をクリックしてくだ
さい。

抹消する選手の選択B-2
選手抹消申請をクリックすると移籍選手登録抹消
申請画面へ移動します。該当選手にチェックを
入れ、［内容確認へ］をクリックしてください。
※ この画面で表示される選手は、通常の抹消申請（　 ）では
抹消できません。

OPEN
OPEN

A

内容確認と申請（P.23）へ

内容確認と申請（P.23）へ

電子登録証の運用スタート。
カード型登録証は
配送されません。
日本サッカー協会（JFA）は2012年度より、登録証の
電子化に向けて準備を進めてきました。
従来のカード型登録証と同様、電子登録証はJFAが
公式に認める登録証です。「審判証」「指導者ライセンス
証」「選手証」「監督証」をそれぞれスマートフォンやタブ
レット、パソコンの画面上で表示・出力でき、所属選手の
登録一覧票を印刷することが可能になります。
カード型登録証の場合は、手元に登録証が届くまで2～3

2018年度より、電子登録証に完全移行します

週間かかっていましたが、電子登録証はKICKOFFのマイ
ページからいつでも出力ができます。それにより、紛失
や不携帯といったリスクも回避できるようになりました。
フットサルチーム（選手証）は2014年度に、指導者（指導
者ライセンス証）は2017年度より電子登録証に移行し、
運用しています。サッカーチーム（選手証、監督証）と
審判員（審判証）は、今年度よりカード型登録証と電子
登録証の併用運転をスタートさせましたが、2018年度
には全ての登録証が電子化されます。
なお、この電子登録証への完全移行に伴い、2018年度
より、従来のカード型登録証は配送されません。ご注意
ください。　

■ 電子登録証への完全移行によるメリット

BEFORE
印刷・梱包などに伴い、発行
から到達まで2～3週間を要して
いました。

AFTER
登 録 期 間 の 開 始 後 、
KICKOFFのマイページから
いつでも出力が可能に！
※ 顔写真の登録が必須です。

発行から到着までの所要時間が短縮！
MERIT・1

試合に
間に合わ
ない！

いつでも
出力OK！

BEFORE
本人確認ができる身分証明
書の提出、主催する都道府県
サッカー協会や団体での照合
など手続きが必要でした。

AFTER
スマートフォンやタブレットでの
画面提示、パソコンでの出力
印刷による提示が可能に！

紛失や不携帯のリスクが軽減！
MERIT・2

BEFORE
申請時の手数料や、到着までの
タイムラグが発生していました。

AFTER
手数料も時間もかからず、すぐ
に出力することが可能に！

再発行の際に手数料や時間がかからない！
MERIT・3

KICKOFF

KICKOFF

BEFORE
顔写真の撮影や現像費用、
チーム担当者への提出、収集・
貼付の手間がかかっていました。

AFTER
撮影・現像にかかる時間や
費用、提出・収集・貼付の手間
が軽減！

顔写真の撮影・現像費用、
チーム登録担当者の収集の手間が軽減！

MERIT・4

28 選手抹消申請・移籍選手抹消申請 29電子登録証
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電子選手証の出力（　　   ）

選手写真の選択

「写真登録・登録証表示」をクリックすると登録選手
の一覧が表示されます。写真を登録したい選手欄の
［参照］または［ファイルを選択］をクリックしてくだ
さい。

2

チーム登録責任者がチームに所属する選手の電子選手証を出力する場合の説明です。

選手写真登録画面へ移動1
電 子 選 手 証を
出力したい場合は、
メ ニュ ー 欄 の
「チーム（サッカー）」
→「選手写真登録・
修正」→「写真
登録・登録証表示」
をクリックしてくだ
さい。

電子選手証の出力

［登録証出力］をクリックすると電子選手証が表示
されます。［登録証を印刷］をクリックし、電子選手証
を出力してください。
※ 電子選手証の印刷は1選手ずつになります。複数選手分を
一括で出力することはできません。

※ 印刷する用紙の指定は特にありません。
※ モバイル端末の場合、画面保存などでもご利用いただけ
ます。

5

チーム登録
責任者の場合

OPEN

［ 参 照 ］または
［ファイルを選択］
をクリックすると、
画像ファイル選択
画面が開きます。
該当選手の写真を
選択してください。

選手写真の選択（続き）2

選手写真のアップロード3
参照先が表示されていることを確認した上で、［アップ
ロード］をクリックしてください。

次ページへ

電子選手証の出力（チーム登録責任者の場合）（続き）

＊写真をアップロードする際の注意点＊
画像ファイルは、5MB未満がアップロード可能です。それより
大きい場合はトリミングなどで小さく加工し、再度お試しくだ
さい。

● 対応している拡張子（ファイル名の. 以降の英字）
jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF

エラーが表示されて
アップロードできな
い場合は、ファイルサ
イズ、ファイル拡張子
をご確認の上、画像
の保存し直しや、写真の撮り直しを行ってください。

※ 顔写真は公式競技会で本人確認をする際に使用します。
正面から撮影した、肩から上の顔写真を選択してください。
帽子やサングラス、マスクを着用した写真は認められま
せん。

電子選手証の表示4
［アップロード］をクリックすると選択した写真が表示
され、［登録証出力］がクリックできるようになり
ます。該当選手の［登録証出力］をクリックしてくだ
さい。

30 電子選手証の出力（チーム登録責任者の場合） 31電子選手証の出力（チーム登録責任者の場合）
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電子選手証の出力（　　   ）

選手写真の選択

「写真登録・登録証表示」をクリックすると登録選手
の一覧が表示されます。写真を登録したい選手欄の
［参照］または［ファイルを選択］をクリックしてくだ
さい。

2

チーム登録責任者がチームに所属する選手の電子選手証を出力する場合の説明です。

選手写真登録画面へ移動1
電 子 選 手 証を
出力したい場合は、
メ ニュ ー 欄 の
「チーム（サッカー）」
→「選手写真登録・
修正」→「写真
登録・登録証表示」
をクリックしてくだ
さい。

電子選手証の出力

［登録証出力］をクリックすると電子選手証が表示
されます。［登録証を印刷］をクリックし、電子選手証
を出力してください。
※ 電子選手証の印刷は1選手ずつになります。複数選手分を
一括で出力することはできません。

※ 印刷する用紙の指定は特にありません。
※ モバイル端末の場合、画面保存などでもご利用いただけ
ます。

5

チーム登録
責任者の場合

OPEN

［ 参 照 ］または
［ファイルを選択］
をクリックすると、
画像ファイル選択
画面が開きます。
該当選手の写真を
選択してください。

選手写真の選択（続き）2

選手写真のアップロード3
参照先が表示されていることを確認した上で、［アップ
ロード］をクリックしてください。

次ページへ

電子選手証の出力（チーム登録責任者の場合）（続き）

＊写真をアップロードする際の注意点＊
画像ファイルは、5MB未満がアップロード可能です。それより
大きい場合はトリミングなどで小さく加工し、再度お試しくだ
さい。

● 対応している拡張子（ファイル名の. 以降の英字）
jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF

エラーが表示されて
アップロードできな
い場合は、ファイルサ
イズ、ファイル拡張子
をご確認の上、画像
の保存し直しや、写真の撮り直しを行ってください。

※ 顔写真は公式競技会で本人確認をする際に使用します。
正面から撮影した、肩から上の顔写真を選択してください。
帽子やサングラス、マスクを着用した写真は認められま
せん。

電子選手証の表示4
［アップロード］をクリックすると選択した写真が表示
され、［登録証出力］がクリックできるようになり
ます。該当選手の［登録証出力］をクリックしてくだ
さい。
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登録選手一覧の出力

一覧出力する選手の選択

「写真登録・登録証表示」をクリックすると登録選手
の一覧が表示されます。登録選手一覧に載せたい
選手にチェックを入れ、［登録選手一覧出力］を
クリックしてください。

2

チーム登録責任者はチームに所属する選手の電子選手証のほか、登録選手一覧を出力することができます。
登録選手一覧は写真が登録されていなくても出力することができます。（2018年度時点）
※ 一部のリーグや大会では写真をアップロードしてから出力する必要があります。

選手写真登録画面へ移動1
登録選手一覧を
出力したい場合は、
メ ニュ ー 欄 の
「チーム（サッカー）」
→「選手写真登録・
修正」→「写真
登録・登録証表示」
をクリックしてくだ
さい。

登録選手一覧の出力

［登録選手一覧出力］をクリックすると登録選手一覧
のPDFファイルが開きます。（下記画像参照）
※ 印刷する用紙の指定は特にありません。

3

OPEN

指定した背番号順で出力する-4

［登録選手一覧出力］をクリックすると登録選手一覧
のPDFファイルが開きます。（下記画像参照）
※ 印刷する用紙の指定は特にありません。

ex4

指定した背番号順で出力する-2

背番号を記入したら並び順は背番号を、背番号表示
は指定のパターンを選択し、［画面表示順変更］を
クリックしてください。

ex2

指定した背番号順で出力する-1
指定した背番号順で出力する-3

［画面表示順変更］をクリックすると、指定したパターン
の背番号順に表示が変わります。登録選手一覧に
載せたい選手にチェックを入れ、［登録選手一覧
出力］をクリックしてください。

ex3

登録選手一覧の出力(続き)

選手の背番号を3パターンまで設定することができ
ます。背番号を入力してください。

ex1

32 登録選手一覧の出力 33登録選手一覧の出力
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登録選手一覧の出力

一覧出力する選手の選択

「写真登録・登録証表示」をクリックすると登録選手
の一覧が表示されます。登録選手一覧に載せたい
選手にチェックを入れ、［登録選手一覧出力］を
クリックしてください。

2

チーム登録責任者はチームに所属する選手の電子選手証のほか、登録選手一覧を出力することができます。
登録選手一覧は写真が登録されていなくても出力することができます。（2018年度時点）
※ 一部のリーグや大会では写真をアップロードしてから出力する必要があります。

選手写真登録画面へ移動1
登録選手一覧を
出力したい場合は、
メ ニュ ー 欄 の
「チーム（サッカー）」
→「選手写真登録・
修正」→「写真
登録・登録証表示」
をクリックしてくだ
さい。

登録選手一覧の出力

［登録選手一覧出力］をクリックすると登録選手一覧
のPDFファイルが開きます。（下記画像参照）
※ 印刷する用紙の指定は特にありません。

3

OPEN

指定した背番号順で出力する-4

［登録選手一覧出力］をクリックすると登録選手一覧
のPDFファイルが開きます。（下記画像参照）
※ 印刷する用紙の指定は特にありません。

ex4

指定した背番号順で出力する-2

背番号を記入したら並び順は背番号を、背番号表示
は指定のパターンを選択し、［画面表示順変更］を
クリックしてください。

ex2

指定した背番号順で出力する-1
指定した背番号順で出力する-3

［画面表示順変更］をクリックすると、指定したパターン
の背番号順に表示が変わります。登録選手一覧に
載せたい選手にチェックを入れ、［登録選手一覧
出力］をクリックしてください。

ex3

登録選手一覧の出力(続き)

選手の背番号を3パターンまで設定することができ
ます。背番号を入力してください。

ex1
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写真の選択

［本人写真を登録/
変更する］をクリック
すると写真アップ
ロード画面のポップ
アップが開きます。
［参照］または［ファ
イルを選択］をクリックし、写真を選択してください。
＊写真をアップロードする際の注意点＊
画像ファイルは、5MB未満がアップロード可能です。それより
大きい場合は小さく加工し、再度お試しください。 

● 対応している拡張子（ファイル名の. 以降の英字）
jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF
アップロードできない場合は、ファイルサイズ、ファイル拡張子
をご確認の上、画像の保存し直しや、写真の撮り直しを
行ってください。

4

本人写真の登録
JFA IDを取得した監督や選手はマイページを利用できます。
マイページから登録者自身の顔写真を登録し、保有資格の紐づけを行うと、登録者自身が電子登録証を出力することが
できます。写真が登録されていない場合は出力することができません。

KICKOFFにログイン

KICKOFFのログインページにアクセスします。
ログインIDとパスワードを入力し、KICKOFFに
ログインしてください。

1

マイページへ移動

トップページからメニュー欄の「マイページ」を
クリックし、マイページへ移動します。

2

写真アップロード画面へ移動

マイページへ移動すると、本人情報画面へ移動します。
［本人写真を登録/変更する］をクリックしてください。

3

POP UP

写真のアップロードと確認

写真を選択後、
［アップロード］を
クリックしてくだ
さい。

［アップロード］を
クリックすると選択
した写真が表示
されます。
表示された写真
で問題なければ
［閉じる］をクリック
してください。

5

JFA IDと
選手登録番号の紐づけ
JFA ID取得済みの選手が、保有資格（選手の登録履歴）の紐づけをする場合の説明です。
ひとつのJFA IDに対して複数の選手登録番号を紐づけることはできません。誤って選手登録番号を二重で取得してし
まった場合は、現在チームに登録中の番号を紐づけてください。

保有資格の選択3
保有資格登録画面への移動1

資格の紐づけをしたい場合は、メニュー欄の「マイ
ページ」をクリックし、マイページへ移動後［保有
資格登録］をクリックしてください。

保有資格の登録

保有している資格をクリックすると、資格情報
登録画面へ移動します。
選手登録番号を入力し、［登録する］をクリック
してください。

［手動登録］をクリックすると、資格選択画面が表示
されます。
［選手（サッカー）］または［選手（フットサル）］を
クリックしてください。

登録方法の選択2
［保有資格登録］をクリックすると、保有資格登録の
登録方法選択画面へ移動します。
［手動登録］をクリックしてください。

4
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写真の選択

［本人写真を登録/
変更する］をクリック
すると写真アップ
ロード画面のポップ
アップが開きます。
［参照］または［ファ
イルを選択］をクリックし、写真を選択してください。
＊写真をアップロードする際の注意点＊
画像ファイルは、5MB未満がアップロード可能です。それより
大きい場合は小さく加工し、再度お試しください。 

● 対応している拡張子（ファイル名の. 以降の英字）
jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF
アップロードできない場合は、ファイルサイズ、ファイル拡張子
をご確認の上、画像の保存し直しや、写真の撮り直しを
行ってください。

4

本人写真の登録
JFA IDを取得した監督や選手はマイページを利用できます。
マイページから登録者自身の顔写真を登録し、保有資格の紐づけを行うと、登録者自身が電子登録証を出力することが
できます。写真が登録されていない場合は出力することができません。

KICKOFFにログイン

KICKOFFのログインページにアクセスします。
ログインIDとパスワードを入力し、KICKOFFに
ログインしてください。

1

マイページへ移動

トップページからメニュー欄の「マイページ」を
クリックし、マイページへ移動します。

2

写真アップロード画面へ移動

マイページへ移動すると、本人情報画面へ移動します。
［本人写真を登録/変更する］をクリックしてください。

3

POP UP

写真のアップロードと確認

写真を選択後、
［アップロード］を
クリックしてくだ
さい。

［アップロード］を
クリックすると選択
した写真が表示
されます。
表示された写真
で問題なければ
［閉じる］をクリック
してください。

5

JFA IDと
選手登録番号の紐づけ
JFA ID取得済みの選手が、保有資格（選手の登録履歴）の紐づけをする場合の説明です。
ひとつのJFA IDに対して複数の選手登録番号を紐づけることはできません。誤って選手登録番号を二重で取得してし
まった場合は、現在チームに登録中の番号を紐づけてください。

保有資格の選択3
保有資格登録画面への移動1

資格の紐づけをしたい場合は、メニュー欄の「マイ
ページ」をクリックし、マイページへ移動後［保有
資格登録］をクリックしてください。

保有資格の登録

保有している資格をクリックすると、資格情報
登録画面へ移動します。
選手登録番号を入力し、［登録する］をクリック
してください。

［手動登録］をクリックすると、資格選択画面が表示
されます。
［選手（サッカー）］または［選手（フットサル）］を
クリックしてください。

登録方法の選択2
［保有資格登録］をクリックすると、保有資格登録の
登録方法選択画面へ移動します。
［手動登録］をクリックしてください。

4
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電子登録証を出力（ 　　）
サッカー・フットサルの監督・選手が電子登録証をマイページから出力する場合の説明です。
電子証は日本サッカー協会が公式に認める登録証（選手証）です。（2018年度から選手証・監督証は電子化されます。カード
型選手証は発行されません。）
なお、電子監督証は監督自身のマイページからのみ出力できます。

出力内容の確認

競技の選択2

マイページへ移動1
電 子 登 録 証を
出力したい場合は、
メニュー欄の「マイ
ページ」をクリック
してください。

「マイページ」を
クリックするとマイ
ページへ移動し
ます。サッカーの
監 督 や 選 手 は
［サッカー チーム・
選手］を、フット
サルの監督や選手は［フットサル チーム・選手］を
クリックしてください。

電子選手証の出力

［登録証出力］をクリックすると電子選手証が表示
されます。［登録証を印刷］をクリックし、電子登録証
を出力してください。
※ 必ず本人が確認できる写真を登録してください。集合写真
やペットの写真などは使用できません。

※ 電子証の印刷はお一人ずつになります。
※ 印刷する用紙の指定は特にありません。
※ モバイル端末の場合、画面保存などでもご利用いただけ
ます。

5

役職の選択3
各競技のタブを
クリックすると登録
が完了している
役職のタブが表示
されます。出力が
必要な役職のタブ
をクリックしてくだ
さい。

出力が必要な役職
の画面が表示され
ていることを確認
し、［登録証出力］
をクリックして
ください。

監督・選手
の 場 合

4

2018年4月に、スマートフォンやタブレットで
利用可能なアプリケーションをリリースします。
このアプリケーションには、JFAの各種登録証の表示、選手写真登録、KICKOFFからのお知らせを表示する機能があります。

JFA KICKOFFアプリのご紹介

■ アプリケーションの
入手とログイン

■ アプリケーションの機能

・アプリケーションの入手
アプリケーションの入手方法は下記の通りです。
iPhoneの場合
App Storeより「JFA 
K I C KO F F」をダウン
ロードします。

アンドロイドの場合
Google Playストアより
「J FA  K I C KO F F」を
ダウンロードします。

※ ダウンロードするためには、スマートフォンやタブレット
へのサインインが必要な場合があります。

A 写真の登録/差し替え
写真表示欄をタップすることで、ご利用端末で写真を
撮影、登録することができます。
アプリケーションで登録した写真は、ブラウザ（PC）にも
反映されます。
※ チーム登録責任者と代理は、所属選手の写真を登録
できます。

B 登録証の表示
資格情報のアイコンを
タップすることで、各種
登録証を表示すること
ができます。
※ 資格情報は事前に

JFA IDに紐づけておく必要があります。

C 登録選手一覧の表示
（チーム登録責任者と代理のみ）
チーム登録責任者と代理は、登録選手一覧を表示する
ことができます。
※ 登録選手一覧は、ブラウザ（PC）版と同じ形式です。

・アプリケーションへのログイン
アプリケーションを開くとログ
イン画面が表示されます。ログ
インIDとパスワードを入力して
ログインしてください。（ログイン
IDとパスワードの入力は、ご自
身でログアウトしない限り初回
のみです。）
※ 既にJFA IDを登録済みの方
は、その情報を使用できます。
JFA IDを2重で登録しない
よう、ご注意ください。

アタリ

・アプリケーションへのログイン
アプリケーションを開くとログ
イン画面が表示されます。ログ
インIDとパスワードを入力して
ログインしてください。（ログイン
IDとパスワードの入力は、ご自
身でログアウトしない限り初回
のみです。）
※ 既にJFA IDを登録済みの方
は、その情報を使用できます。
JFA IDを2重で登録しない
よう、ご注意ください。

パスコードが設定できます！
JFA KICKOFFアプリでは、アプリケーション自体に
4桁のパスコードを設定できます。

A

B

C
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