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領収書の作成について



 JFAでは審判資格を年度の資格としております。
 本日受講して頂いた審判資格の有効期間は

「2022年4月1日から2023年3月31日」
までとなります。

2月期にWeb講習会を受講された受講者の方は、
2022年度の審判資格となりますので、2022年
4月以降、審判活動が可能となります。ご注意下
さい。

 2023年４月１日以降も審判活動を継続する
場合には更新手続きが必要になります。

◆審判資格について
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123xxx456

URL:https://jfaid.jfa.jp

◆審判資格について

JFAID取得時に設定された
「ログインID」と「パスワード」になります。



◆審判資格について

神奈川 太郎様



◆審判資格および登録情報
の確認について

神奈川 太郎

日本サッカー協会で合格手続き等
が完了するまでの間は表示されま
せん。

講習会受講日より約3日後、神奈川県
サッカー協会から日本サッカー協会
（JFA）宛に受講処理は行われます。
JFAの手続きが完了の後、Kick Offサイト
の「マイページ」上で登録情報を確認する事
ができます。



◆審判資格および登録情報
の確認について

神奈川 太郎

ません。

2022/04/01～2023/03/31【重要事項】県協会で合格処理がされると事前に登録されているメー
ルアドレス宛に以下のメールが配信されます。

赤の点線枠の情報を確認下さい。
 審判登録番号
 有効期間
「審判証」に記載される内容となり
ます。



「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に

◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

神奈川 太郎

従来、実地講習会でお渡ししていた「領収書」
をご自身で発行頂く事に変更させて頂きました。
「JFAID（Kick Off）」からログインの後、マ
イページの「支払・配送状況確認」をクリックの
上、支払い状況を確認下さい。



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

受講申込みをされた
講習会に該当する
「支払No.」をクリック
すると、「支払い明細」
が表示される。



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

●●サッカークラブ

「領収書（明細書）」を発行す
る際、「宛名入力」欄に宛名を
ご自身で入力する事ができます
ので活用下さい。



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

「明細書」としてPDFで出力されますので、
内容を確認の上、印刷が可能となります。

ご自身で入力された「宛名」が
記載されているか確認下さい。



 合格確定後、約1ヶ月を目途に日本サッカー
協会からメール便で「胸章」「レフェリーノート」
「競技規則（最新版）」が送付されます。時
期によって配送期間が異なります。

「JFAID会員情報」に登録されている
住所宛に配送されますが・・・
 「JFAID会員情報」に登録されている住所表

記の間違いによってメール便が届かない事象
が発生しています・・・要確認!

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

するようにして下さい。

最新版の競技規則
が配布されます。講
習会の内容を確認
するためにも、一読
するようにして下さい。

レフェリーノートが配布
されます。担当された試
合の日時、会場、試合
結果等を記録として残
すようにして下さい。

審判ワッペンが配布さ
れます。審判活動をさ
れる際には、左胸に
貼って下さい。

RESPECTワッペンが
配布されます。審判服
の右腕に貼るようにして
下さい。

日本サッカー協会から「ヤマトメール便」で以下の物品が送付されてきます。
内容を確認するようにお願いします。



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について
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123xxx456

URL:https://jfaid.jfa.jpにログイン・・・

JFAID取得時に設定された
「ログインID」と「パスワード」になります。



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

神奈川 太郎様



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

スマホの場合・・・

「URL:https://jfaid.jfa.jp」にログイン後に

審判 太朗様

画面を下に
スクロール



「JFA ID会員情報の登録・修正」画面から

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について

神奈川

太郎

カナガワ

タロウ

JFAID取得時に登録された
 メインメールアドレス（各種連絡に必須）
 氏名（漢字およびフリガナ）
 生年月日
を確認して下さい。
特に「氏名」と「生年月日」は「審判証」
に記載される情報となりますので、
必ず確認して下さい!



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

住所を入力する手順として・・・
①郵便番号を入力して、「住所検索」をクリック
②該当する住所候補が表示されますので、「湘南台6丁目（赤枠）」を選択
結果、「住所」欄が確定します。
次に「番地・号」欄（青の破線枠）を入力します。

例として、「神奈川県藤沢市湘南台6丁目6番7号」の場合



6-7

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

【正解例】
住所表記の「番地・号」欄（青破線枠）に
「6-7」、または「6番7号」
と入力します。
結果、「藤沢市湘南台6丁目6-7」と
正しい住所表記となります。



6-6-7

【誤記例】
印刷される住所が「神奈川県藤沢市湘南台6丁目6-6-7」となる
ため、実在しない住所として認識されてしまいます。再度、確認をお
願いします。

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

【誤記例①】
住所表記の「番地・号」欄（青破線枠）
に「6-6-7」と入力すると、結果的に
「藤沢市湘南台6丁目6-6-7」と
表記され、「6丁目」と「6」が重複する事
になります。



藤沢市湘南台6-6-7

【誤記例】
他にも「番地・号」欄に「神奈川県藤沢市湘南台6-6-7」または
「藤沢市湘南台6丁目」のように「住所」欄と重複して記入される例
もあります。再度、確認をお願いします。

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について
【誤記例②】
住所表記の「番地・号」欄（青破線
枠）に「藤沢市湘南台6-6-7」
と「住所」欄と同じ内容を入力する
ケースもあり、結果的に
「神奈川県藤沢市湘南台藤沢
市湘南台6-6-7」と表記され、住
所表記が重複する事になります。



252-0804

6-7

神奈川県藤沢市湘南台6丁目

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

「JFAID会員情報」の登録内容お
よび修正した内容を確認の上、
「上記の情報で変更する」を
クリックします!



◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

以上の手順を踏まえ、画面上に
「登録情報変更が完了いたしました。」
の表示が確認できれば、修正は完了となります。



「JFAID会員情報」の住所に間違いがない、且つ既に合格確定しているのに
審判物品が届かない場合・・・

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について

神奈川 太郎

「配送状況一覧」の中から確認した
い「配送管理番号」を選択する事で
配送に関する状況を把握する事がで
きる。
更に「配達伝票番号」を確認する事
で配送状況をトレースする事も可能
です。



 「JFAID会員情報」に関する項目で、氏名の「名」、「性別」、
「生年月日」の項目はご自身で修正できませんので、当該項
目の修正方法。

 配送物品に関する問合せ、状況確認。
 その他の「JFAID会員情報」に関する質問、不具合等、または

修正方法等に関する全般的な疑問等。
上記の項目に関する問合せ先は以下となります。

「日本サッカー協会 登録サービスデスク」
に連絡の上、対応方法等を確認して下さい。神奈川県サッ
カー協会では対応できませんのでお間違いのないように!

【連絡先】050-2018-1990

◆「JFAID会員情報」の
確認方法について



◆「審判証」について



◆「審判証」について

神奈川 太郎

「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に

神奈川 太郎

NO
IMAGE

次頁以降の手順に従って、ご自身の
写真をアップロードする必要がありま
す。写真がアップロードされないと「審
判証」の印刷はできません（登録証
出力のボタンが機能しません）。



◆「審判証」について



◆「審判証」について



◆「審判証」について

神奈川 太郎

００００ｘｘ



◆「審判証」について
スマホのアプリを使って審判証を電子
媒体として保存、掲示できるようになり
ました。ご自身の端末に応じてダウン
ロードして利用して下さい。



◆「審判証」について

神奈川 太郎

神奈川 太郎

神奈川 太郎

サッカー４級審判員

R0030000xx

審判証
の表示



◆資格更新の手続きについて

審判の資格は年度の資格になって
います。今年度、講習会を受講した
人は「2023年3月31日」までが
資格の有効期間になります。

次年度、「2023年4月1日」以降
も審判活動を継続する方は「更新
手続き」が必要となります。更新の
手続きは毎年11月頃に始まります。



◆資格更新の手続きについて
【注意事項】
資格取得した初年度のみ「年度更新手続き」による
申請をして下さい。「実地講習会・JFAラーニング」

を受講する必要はありません。

10月以降、県協会からメールにて
更新に関する案内が届きますので、
その時に思い出して下さい!



◆資格更新の手続きについて

神奈川 太郎

「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に

神奈川 太郎

初年度以降も更新時、更新講習会、

「審判」のタブをクリックすると、
「年度更新手続き」
が表示されますので、クリックして
更新手続きを進めます。

初年度以降も更新時、更新講習会、
JFAラーニング申込みのため手続き
が必要です。



神奈川 太郎

◆資格更新の手続きについて

「年度更新申込み」をクリックして
手続きを進めます。必要な手続きの上、
必ず「支払い」の項目まで実施するように
して下さい。

手続きが完了した後、「申込状況の確認」
をクリックする事で、手続きの状況と申請状
況が確認できます。



◆JFA SQUAREについて

神奈川 太郎様

1234567



◆JFA SQUAREについて

神奈川 太郎

JFA SQUAREでは、最新の「競技
規則」の公開情報に加えて、競技規
則改正、改正に伴う追加情報等を皆
さんに視聴して頂けるように公開して
います。



◆JFA SQUAREについて
競技規則、競技規則の改正内容、
またはJFAからの周知文書等が掲
載されていますので、時間のある時
に確認する事が可能となります。



◆JFA SQUAREについて

「競技規則」の条文に応じて映像を交えて、
審判員に必要な情報を提供しています。
是非、講習会の振り返り、実際の審判活
動を行う前に視聴してみて下さい。

「競技規則」の条文に応じて映像を交えて、
審判員に必要な情報を提供しています。
是非、講習会の振り返り、実際の審判活
動を行う前に視聴してみて下さい。

竹内2
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最後に、本日以降、合格手続きを進めてまいりますの
で、必ず、各自で「JFAID会員情報」の確認をお願
いします。修正は「受講日＋3日以降」、JFAで合格
処理が行われた後となります。

併せて、4級審判員から上級審判員（3級、または2
級）を目指す方は、神奈川県サッカー協会のHP上に
育成トレセン情報等がありますので確認下さい。

URL:http://kanagawa-fa.gr.jp/referee_soc/



尚、説明で使用した資料は、神奈川県サッカー協会のHP
に掲載する予定です。更新時期前までに一読下さい。

URL:http://kanagawa-fa.gr.jp/referee_soc/



最後まで講習会を受講頂き、
ありがとうございました。
これで講習会を終了致します。


