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重要

審判資格が保有資格登録されているJFA IDで
ログインし、更新のお申込みをお願い致します。

JFA IDログイン画面の [ログインIDをお忘れの方はこちらから]
[パスワードを忘れた方はこちらから] をお試しください。

詳しくは下記をご参照ください。
【URL】 https://goo.gl/thJK1N

●ログインでお困りの際は…

○

審判資格の保有資格登録について

ログイン後、左記(    )の審判メニューしか表示されない場合、
審判資格の保有資格登録がされていないJFA IDでログイン
されている可能性があります。

×

JFA IDのログインIDやパスワードを忘れてしまい、JFA IDを新たに
登録してしまうケースが多発しています。

すでに保有資格登録されているJFA IDがある場合、新たにJFA IDを
登録されても紐付けはできません。

新たなJFA IDは登録されないようご注意下さい。
必ず以前に登録したJFA IDでログインして下さい。

審判資格の保有
資格登録がされて
いない場合の表示
メニュー

×

1．まずはじめに確認いただきたいこと

審判資格の保有資
格登録がされている
場合の表示メニュー
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※「講習会・研修会」からの申込み

ご所属の都道府県サッカー協会より特別に更新方法を指定され
ている場合を除き、通常はこちらの更新講習会の受講が必要です。

※「年度更新手続き」からの申込み

ご所属の都道府県サッカー協会より「年度更新手続き」での
更新を指定されている方はこちらからお手続きください。

詳しくは 8ページをご覧ください

更新方法はご所属の都道府県サッカー協会によって異なります。
まずはご自身の資格更新方法を確認しましょう。
ご不明な場合は、ご所属の都道府県サッカー協会にご確認ください。

詳しくは 5ページをご覧ください

2．審判資格更新方法
2種類の更新方法について



5

重要

■更新講習会■
KICKOFFからお申込みいただく際に受講料と合わせて、
翌年度登録料のお支払いを行なっていただきます。
実地での講習会にご参加頂き、合格すると更新が確定します。講習会・JFAラーニングの

お申込みはどちらも
「講習会・研修会」から！

「更新講習会またはJFAラーニング」の検索・申込みが出来るメニューです。
年度更新手続きの対象者でない審判員は、こちらからのお手続きになります。

■JFAラーニング■
KICKOFFからお申込みいただく際に受講料と合わせて、
翌年度登録料のお支払いを行なっていただきます。
お支払い後、WEB上で約2時間のコンテンツを受講し、
修了されると翌日に更新が確定します。
JFAラーニングの詳細は下記をご参照ください。

▶▶http://els.jfa.or.jp/info/referee/invitation/html/

■登録料０円設定の更新講習会■
都道府県によって、こちらの方法で更新講習会が設定されている
場合があります。KICKOFFからお申込みいただく際は、
受講料のみお支払いを行なっていただきます。
実地での講習会を受講し、合格後 「年度更新手続き」より
翌年度登録料をお支払いいただくと更新が確定します。
※登録料のお支払いをされなかった場合、失効となります。

更新講習会
のお申込み

方法はP6へ

更新講習会
のお申込み

方法はP6へ

JFAラーニングの
お申込方法は
JFAラーニング
専用マニュアル
（別紙）をご
確認ください

更新方法はご所属の都
道府県サッカー協会に
よって異なります。
ご不明な場合は、ご所
属の都道府県サッカー
協会にご確認ください。

A-1．講習会・研修会の種類について
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xxxx
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更新講習会へのお申込みは、KICKOFF 審判メニューの「講習会・研修会」より進みます。
※「年度更新手続き」のメニューには進まないでください。

A-2．更新講習会の申込み方法について

注意

1ページあたりの
表示件数に、ご注意く
ださい。
2ページ目や、3ページ
目がある可能性がござ
います。

JFAラーニングも、「更新
講習会」の区分になりま
すので、こちらの検索結
果に表示されます。

参加ご希望の講習会の
講習会・研修会名をクリック。

JFAラーニングのみ検索したい
場合は、チェックを入れて検索。

➡次ページへ続きます。

技能区分・主催協会・講習会区分
を選択して「検索」ボタンをクリック。

xxxx
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➡P６のつづき

A-3．更新講習会の登録料設定について

講習会・研修会の詳細画面で、申し込みの内容（開催日や場所）に
誤りがないかを確認のうえ、お申込みにお進みください。

登録料の金額を必ずご確認ください。
都道府県サッカー協会によって、設定が異なります。
登録料の設定がある場合は、講習会合格後、更新となります。
「¥0」となっている場合は、講習会合格後、登録料の支払いを
行っていただき、更新となります。

登録料設定のある講習会

登録料設定のない講習会

➔申し込みの段階で、登録料の徴収も行なわれるため、
更新講習会合格後に、自動で更新が確定となります。

➔更新講習会合格後に、「年度更新手続き」のメニューから、
登録料のお支払いを行なっていただく必要があります。
※更新講習会の合格のみでは、更新されません。

重要

xxxx

xxxx

お支払費用の確認をして下さい。

内容ご確認後「申込入力」をクリックし、
お支払い手続きへお進みください。

xxxx

xxxx
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年度更新手続きとは、「翌年度登録料のお支払い」のみが出来るメニューです。
こちらのメニューからは、更新講習会またはJFAラーニングのお申し込みはできません。

① 今年度 新規資格取得者
…今年度はじめて審判資格を取得された方は、対象になる場合があります。

③ 登録料0円設定の更新講習会 合格者
…登録料が0円で設定されている更新講習会を受講し、合格された方は、
合格後に「年度更新手続き」からのお支払手続きが必要となります。

◆対象となる方◆

② 今年度 年度内資格昇級者
…今年度内に昇級講習会に合格し、昇級された方は対象になる場合があります。

登録料0円設定講習会とは…講習会申込み時に翌年度登録料の支払いをしないタイプの講習会です。
合格後に、「年度更新手続きメニュー」より別途支払いが必要となります。

年度更新手続きの対象者、開催の有無は、各都道府県サッカー協会
により異なります。
ご不明な場合は、ご所属の都道府県サッカー協会にご確認ください。

更新講習会・JFAラーニングの申込みは、 P6へ ▶▶▶

B-1．年度更新手続きについて
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翌年度登録料のお支払いは、「年度更新申込み」メニューより進みます。

B-2．年度更新手続きの申請方法について

内容を確認して、
「申請」ボタンをクリック。

この画面で料金等の詳細が
表示されず、「対象データは存
在しません」とエラーが表示され
る方は、次ページ（➡P10）
へ進んでください。

確認メッセージが
表示されます。

xxxx

➔年度更新手続きの対象者は、
案内の内容・申込期間・料金等
の詳細が表示されます。

確認メッセージ画面で「OK」をクリッ
クすると、支払手続き画面に遷移
します。
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年度更新手続きから支払手続きをしようとすると、
「対象データは存在しません。」といった下記のエラー表示が出ていて、進めない場合・・・

➜「年度更新手続き」の対象者ではない可能性が
あります。ご自身の資格更新方法を再度確認して下さい。

※更新講習会またはJFAラーニングのお申し込みは、
「講習会・研修会」メニューからのお手続きが必要です。
「年度更新手続き」のメニューからはお申込みできません。

「年度更新手続き」（登録料のみで更新）の対象であ
るにもかかわらず、「対象データは存在しません。」とメッ
セージが表示される場合は、次ページ（➡P11 ）に
お進みください。

重要

更新方法はご所属の都道府県サッカー協会
によって異なります。
ご不明な場合は、ご所属の都道府県サッ
カー協会にご確認ください。

更新講習会・JFAラーニングの申込みは、 P6へ ▶▶▶

B-3．年度更新手続きのエラーについて（1）
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年度更新手続きの対象者になっているにも関わらず、 「対象データは存在しません。」と
表示されてしまう場合は、既に申込手続きに進んでいる可能性があるため、「申込状況」を確認します。

★お支払いが完了しますと、更新の手続きは完了です。
同画面で、ステータスが「支払済」になっていることをご確認ください。

➡P10のつづき

B-4．年度更新手続きのエラーについて（2）

ステータス「未払」を確認し、
申込種類の「更新手続き」を
クリック。

画面をスクロールし、右下の
「支払手続き」ボタンより
お支払手続きへお進みください。

申込・受講の内容を
ご確認ください。
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➤翌年度の更新が完了してい
ると、「確定」と表示されます。

※有効期間は、「翌年度の4月1日」
に、自動で新しい期間に更新されます。
当年度の3月31日までは、更新確定
されていても、現在の有効期間が表
示されます。

➤翌年度の更新が完了され
ていないと、「未確定」と表示
されます。

★更新講習会・JFAラーニングを受
講された場合…
【講習会・研修会】-【申込状況の
確認】より、再度ステータスをご確認
ください。

★年度更新手続きより更新の登録
料をお支払いされた場合…
お支払い後に、都道府県での確定
作業があるため、まだ確定がされて
いない可能性があります。

審判タブの「翌年度更新状況」
欄をご確認ください。

3．翌年度更新状況の確認
各手続き完了後の確認方法について

更新が完了している場合マイページから、審判資格の翌年度更新状況
を確認することができます。

更新が完了していない場合

重要

ご自身の資格更新状況は、お早めに
ご確認ください。
年度切替後、更新が出来ていない場
合は、資格が失効となります。
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改訂履歴

変更日/更新日 版 変更理由・変更内容

2017/12/01 1.09 初版（リニューアル）

2018/09/28 1.10 汎用版へ修正


