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●サッカー/フットサルチームのみなさんが、JFAにチームや選手の登録
をしようとする場合は、KICKOFFシステムを利用します。1チーム
につき最大3名の方がKICKOFFシステムで各種手続きを行うことが
できます。KICKOFFの操作を主にしていただく方を「登録責任者」と
して登録していただき、代理を2名まで登録することができます。

●KICKOFFシステムを利用するためには、まず、JFA IDの取得が必要
です。JFA IDをお持ちでない方は新規で取得してから、任意のログ
インIDとログインパスワードを入力し、KICKOFFシステムにログイン
してください。（JFA IDの取得方法はP.10をご覧ください）
※ 既にJFA IDをお持ちの方は、新たに取得しないようご注意ください。お持ちのJFA ID
からログインし、登録作業を行うことができます。

※ JFA IDは個人に対して登録し、利用するIDです。チーム名や学校名など、団体用として
の取得は認められません。

●また、チーム登録をする際には、登録責任者の他、チームに登録する
スタッフ（監督、コーチ、審判員）の方々のJFA IDも必要です。登録
手続きを開始する前に予めJFA IDを確認してください。

●パソコン操作に不慣れでよくわからない、出てくるはずの画面が出て
こない、選手が検索できないなど、KICKOFFシステムの操作に関する
ご質問は、JFA登録サービスデスクまでお問い合わせください。

日本サッカー協会へのチームと
選手の登録について

■ JFA登録サービスデスク
電話番号：050-2018-1990（代表）
※ 最初の音声ガイダンスで［1］をお選びください。
※ 営業時間は、時期により異なります。こちらのページでご確認ください。

各種お問い合わせフォームを用意しています。
■ JFA ID「ログイン不可／保有資格登録不可」お問い合わせ
■ JFA ID「基本情報の修正依頼」
■選手登録番号お問い合わせ
■ KICKOFF・スクエアに関するお問い合わせ

■お問い合わせフォーム一覧
http://www.jfa.or.jp/info/inquiry/kicko�/
2015/10/post-106.html

URL
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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した

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した。
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

　 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。
誤って抹消すると、再登録に時間がかかったり、登録料が再度かかります。ご注意ください。

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。
※ 写真登録ができるまで［登録証出力］はクリックできません。

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。
※ 写真登録ができるまで［登録証出力］はクリックできません。

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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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。
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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。
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電子登録証を出力（ 　　）
サッカーの監督・選手、およびフットサルの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・監督証は完全電子化され、カード
型選手証は発行されません。）
なお、サッカーの監督証は監督自身のマイページから、フットサルの監督証はJFA KICKOFFアプリより出力してください。

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した。
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。

■ 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

JFA KICKOFFアプリのご紹介
36 電子登録証を出力（監督・選手の場合） 37JFA KICKOFFアプリの紹介
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電子登録証を出力（　　）
サッカーの監督・選手、およびフットサルの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・監督証は完全電子化され、カード
型選手証は発行されません。）
なお、サッカーの監督証は監督自身のマイページから、フットサルの監督証はJFA KICKOFFアプリより出力してください。

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した。
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。

■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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2018年度より、電子登録証に完全移行しています。
電子登録証の運用については、下記URLからご確認ください。

URL:http://www.jfa.jp/registration/digitization/

登録に関する事項
〔選手登録〕
１．加盟チームは、〔選手登録の方法〕
の定めるところにより、本協会への選
手登録を行わなければならない。
２．本協会に登録されている選手に限
り公式試合に出場することができ、未
登録の選手を公式試合に出場させて
はならない。
３．未登録の選手であっても、当該選
手が最後に登録されたチームが本協
会の加盟チームである場合、当該選
手の籍は、少なくとも当該選手の最後
の公式試合日より３０ヶ月の間は、本
協会に属し続けるものとする。
〔重複登録の禁止〕
選手は、２つ以上の加盟チームに同時
に登録することはできない。ただし、
サッカー加盟チームとフットサル加盟
チームに同時に登録することはでき
る。
〔登録区分〕
１．本協会における選手登録区分は、
次の各号のとおりとする。
（１）アマチュア選手
（２）プロ選手
２．選手は、前項に従いプロ選手又は
アマチュア選手のいずれかとして本協
会に登録しなければならない。なお、
登録した選手は、本協会、ＦＩＦＡ、ＡＦＣ
及びＥＡＦＦの諸規則に従う。なお、プ
ロ選手の契約、登録及び移籍等に関
しては、「プロサッカー選手の契約、登
録および移籍に関する規則」および  
「プロフットサル選手の契約、登録およ
び移籍に関する規則」に従うものとす
る。
〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、報酬又は利益を
目的とすることなく、プレーする者をい
う。
〔プロ選手〕
プロ選手とは、その所属チームとの書
面による契約を有しており、当該選手
のサッカー／フットサル活動の対価と
して当該選手が被る費用を実質的に
上回る支払いを受ける者をいう。
〔プロ選手契約の原則〕
プロ選手及び当該選手と契約を締結
するチームは、選手契約に関して、次
の各号の原則を守らなければならな
い。
（１）契約は尊重されなければならな
い。
（２）契約は正当事由がある場合には、
解除することができる。
（３）契約はシーズン中において一方
的に解除することができない。
（４）正当事由のない契約の解除の場
合、損害賠償が支払われるべきであ
り、かかる損害賠償は当該契約におい
て予め規定することができる。
（５）正当事由のない契約の解除の場
合、違反当事者に対して、懲罰を科す
ことができるものとする。
〔選手登録の方法〕
１．本協会への登録は、アマチュア選
手、プロ選手のいずれも加盟チームが
登録申請をもって行う。
２．プロ選手の登録には、前項の登録
申請に加盟チームと選手間の契約書
の写し及び「選手登録区分申請書」

《書式第１号》を添付するものとする。
なお、当該契約に関して、本協会に提
出されていない別途の契約関連書類
については、紛争処理に際して当該書
類を考慮するか否かは、本協会その他
紛争処理機関の自由裁量とする。
３．加盟チームは、「選手登録区分申請
書」《書式第１号》の写しを所在地の都
道府県サッカー協会及び加盟リーグ
等に送付する。
４．第２項に基づく登録申請料は、別に
理事会において定める。
〔登録有効期間〕
１．前条に基づく登録の有効期間は、
毎年Ｊリーグ・ＪＦＬの第１種チーム及び
所属選手は２月１日より翌年１月３１日
までの１年間、それ以外のチーム及び
所属選手は４月１日より翌年３月３１日
までの１年間（以下「登録年度」とい
う）とする。
２．登録年度の途中で行った登録（追
加、変更等一切の場合を含む）につい
ては当該登録を行った日の属する登
録年度が終了するまで有効とする。
３．契約の終了その他の事由により、
登録を申請した加盟チームと登録選
手との間の所属関係が消滅したとき
は、前２項による登録の有効期間中で
あっても、その登録は失効するものと
する。
〔シーズン〕
１．シーズンは、各チームが属するリー
グの最初の公式試合の日から、最終
の公式試合の日までの期間とする。
２．選手は、１つのシーズン期間中につ
き、最大３つのチームに登録すること
ができる。この期間中、選手は、最大２
チームのために公式試合に出場する
資格を有する。
３．選手は、同期間中に同じ国内選手
権（リーグ戦は除く）又はカップ戦にお
いて２チーム以上のために公式試合に
出場してはならず、個々の競技会規則
を遵守しなければならない。
〔登録情報の管理（選手パスポート）〕
本協会は、本協会に登録する選手の
過去の登録情報（当該選手が、過去に
登録された全てのチーム名とその期
間などの情報）を管理するものとす
る。これらの情報は「選手パスポート」
として、必要に応じて、当該選手が登
録される移籍先チームに対し発行さ
れる。
〔登録区分変更〕
選手登録区分変更を希望する選手
は、加盟チーム経由で「選手登録区分
申請書」《書式第１号》により本協会に
申請し、承認を得るものとする。
〔登録区分変更の認定〕
選手登録区分変更の認定は、本協会
において行う。
〔外国籍の選手〕
外国籍の選手（日本国籍を有しない
選手）が、本協会に登録する場合、本
規則の適用を受けるものとし、「外国
籍選手登録申請書」《書式第７号》に
在留カード（又は特別永住者証明書）
若しくは住民票の写しを添付のうえ提
出し、その承認を得なければならな
い。ただし、外国のクラブ（チーム）に
選手として登録されていた選手が、本
協会加盟チームに移籍、登録する場

合は、〔国際移籍〕による。

移籍に関する事項
 〔目 的〕
本章の規定は、本協会の「加盟チーム
及び登録選手」（過去に登録していた
もの及び現在登録しているもの並び
に将来登録を希望するものの全てを
含むものとし、以下総称して「加盟者」
という）相互間並びに加盟者と外国の
クラブ（チーム）との間の選手移籍に
関する紛争を防止するとともに、紛争
が生じた場合にこれを解決することを
目的とするものであり、加盟者の全て
を拘束する。
〔移籍の定義〕
移籍とは選手が現在所属している
チーム（以下「移籍元チーム」という）
を脱退し、別のチーム（以下「移籍先
チーム」という）に所属変更することを
いう。
〔移籍の手続き〕
１．選手が移籍を希望する場合、当該
選手は、移籍元チームから登録抹消さ
れ、移籍先チームが登録申請をし、本
協会の承認を得なければならない。
２．本規則の定めにより移籍元チーム
が抹消申請をするべきにもかかわら
ずこれを行わないときは、本協会は、
移籍を希望する選手の申請に基づき
移籍元チームの承諾に代わる決定を
なすことができる。
〔公式試合への出場資格〕
１．本規則に基づき移籍した選手は、
本協会が登録を承認した日から公式
試合に出場することができる。
２．前項の規定にかかわらず、選手の
公式試合への出場資格を競技会の大
会要項により制限できる。
３．プロ選手は、プロ選手として出場し
た最後の公式試合から３０日間は、ア
マチュア選手として登録することはで
きない。
〔アマチュア選手がアマチュア選手と
して移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手と
して移籍先チームへ移籍したい旨を
申し出た場合、移籍元チームは、当該
移籍を承諾しなければならず、かつ、
名目のいかんを問わず、当該移籍に
関し対価を請求することができない。
〔プロ選手がアマチュア資格を再取得
する場合〕
プロ選手がアマチュア資格を再取得
するに際しては、如何なる対価も支払
われないものとする。当該プロ選手が
アマチュアとしての資格を再取得した
後３０ヶ月以内にプロ選手として再登
録された場合には、当該選手の新たな
チームは、本協会の規則に従いトレー
ニング費用等を支払うものとする。
〔アマチュア選手がプロ選手として移
籍する場合〕
アマチュア選手が、プロ選手として移
籍先チームへ移籍したい旨を申し出
た場合、移籍元チームは、当該移籍に
ついて異議を申し立てることができな
い。
〔プロ選手がプロ選手として移籍する
場合〕
１．プロ選手との間でプロ選手として
の契約を締結しようと意図している

チームは、当該プロ選手との交渉に入
る前に書面により当該プロ選手のそ
の時点で在籍するチームに通知しな
ければならない。当該プロ選手は、当
該プロ選手のその時点のチームとの
契約が満了したか、又は満了前６ヶ月
間に限り、他のチームと契約を締結す
ることができるものとする。
２．プロ選手契約の期間満了前であっ
ても、移籍先チームと移籍元チームと
が移籍に伴う補償につき合意し、か
つ、当該選手も移籍を承諾した場合
は、移籍を行うことができる。
〔国際移籍〕
１．選手が外国のチームへ移籍する場
合、本協会は当該外国サッカー協会か
らの請求に基づき、当該外国サッカー
協会に対して「国際移籍証明書」を発
行するものとする。
２．外国のクラブ（チーム）に登録され
ていた選手が新たに本協会加盟チー
ムに移籍する場合、本協会は移籍先
チームからの請求に基づき、当該外国
サッカー協会に対して「国際移籍証明
書」の発行を依頼するものとする。
３．前２項に定める手続きは、関連する
ＦＩＦＡ規則に基づいて行われるものと
する。
４．本条第２項に定める場合において、
選手を移籍先チームに登録するため
には、次の各号の条件を具備し、かつ、
本協会に「国際移籍選手登録申請書」
《書式第６号》を提出して、その承認を
得なければならない。
（１）本人が日本国内に入国し居住し
ていること
（２）本協会の請求に基づき、当該国の
サッカー協会から当該選手の「国際移
籍証明書」が本協会に対して発行され
ていること
（３）次の各書類を添付すること
① 旅券の写し
② 入国査証の写し（日本国籍を有す
る選手を除く）
③ 在留カード（又は特別永住者証明
書）若しくは住民票の写し
〔規則違反〕
選手又は加盟チームが本規則に違反
した場合の処分は、司法機関組織運
営規則及び懲罰規程に従う。
〔移籍に関する異議等〕選手の移籍に
関して異議又は疑義のある当事者は、
和解あっせんに関する規則に従い、本
協会の裁定委員会に和解あっせんの
申立をすることができる。
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ご利用上の注意点
※ 本アプリをご利用いただくには、JFA IDの会員登録およびWeb版KICKOFFでの登録情報との紐付けが必要です。
お済みでない方はWeb版KICKOFFより会員登録および登録情報との紐付けを行った上でご利用ください。

※大会ごとの登録確認方法については、大会主催者からの連絡を事前にご確認ください。

カード型（紙）の登録証と
同じデザインの登録証を

表示します。

登録証の表示
スマートフォン/タブレット
のカメラ機能を利用して、
顔写真を登録します。

顔写真の登録

※ チーム登録責任者/代理の
方のみご利用可能です。

所属選手の
情報表示

（複数選手の一覧表示）
KICKOFFに届いたお知
らせを表示します。
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4つの主な機能

顔写真の登録が
簡単にできる！

マイページから
いつでも出力が可能！
印刷費用や手間が
削減できる！
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