
2020年度 千葉県サッカー協会 チーム・選手登録について 4種

▼重要なお知らせ 　　◎2020年度の申請は2/12（水）より開始いたします。

■18歳未満の国際移籍選手(外国籍選手)等のJFA登録手続きの変更について

■選手証／監督証の発行について

※電子登録証についての詳細はJFAウェブサイトにてご確認ください。

■登録責任者に関するお願い

2019年度KICKOFFシステムでの申請が全て完了しているか確認してください。

◎2020年度の継続申請を行うと、2019年度の登録作業は一切できません。

◎2019年度の登録申請は2/29（土）をもって終了いたします。

▼移籍時の登録料について（2020年度より）

▼登録料の支払いについて

▼クラブ申請について　※複数種別（3種/4種など）の２つ以上のチームで構成されるクラブ対象

▼JFA IDの取得、KICKOFFシステムに関するお問い合わせ

　     　　は千葉県FAウェブサイトにてご確認いただけます。

▼その他登録全般に関するお問い合わせ

（公社）千葉県サッカー協会　TEL　043-310-4888（平日9：00-17：30）/FAX　043-222-0355

年度をまたいで登録担当者が変わる場合は、2/29（土）までに、2019年度登録システムにて後任者を『チー
ム登録責任者代理』に追加して下さい。
継続登録は、前年度のチーム登録責任者および代理のみが申請可能です。

※この作業を行わなかった場合、前任者が引き続き2020年度チーム継続登録申請を行わなければなりません。不測の事
態に備え、登録担当者を常に複数名体制にされておくことを推奨いたします。継続チームについては2020年度の継続登
録申請前に、できるだけチーム登録責任者代理を登録していただくようお願いいたします。

これまでは高体連、中体連、4種チームの選手登録手続きの際に国籍入力は任意としており、JFAでの書類審
査なしにJFAに登録できる運用としていたが、2020年度より、第2種高体連、第3種中体連、4種、女子(高
校・中学)チームの選手のkickoffでの新規登録手続きにおいて、選手の国籍入力を必須とし、FIFA規則に
沿った国際移籍手続き・初登録手続き（JFAへの書類提出等）を必須とする。
※但し、特別永住者の選手は除く。
※既にJFA登録されている選手が同じチーム内で継続登録される場合は、上記運用は適用しない。

カード型登録証は廃止されました。電子登録証をご利用ください。なお登録証の運用方法は各大会にてご確
認ください。
※最終承認され次第すぐに出力可能ですが、表示される有効期間は当該年度（2020/4/1以降～2021/3/31）で
す。

▼2020年度の申請の前に　［継続チームの登録ご担当者様へ］

JFA登録サービスデスク　TEL： 050-2018-1990（月-金 10～20時、土10～17時 ※祝日、年末年始を除く）

◎2019年度未承認申請（KICK OFF申請に対して入金なしの申請）があると、3/19（木）まで2020年度の申請ができませ
ん。

◎KICK OFFシステムへのログインには「JFA ID」の取得が必須となります。
　※KICKOFF登録に関しての詳細は、JFAウェブサイトをご覧ください。

▼新規登録について　　　　 ［新規チームの登録ご担当者様へ］

◎KICKOFFにてチーム登録管理を行うにあたり、登録担当者を複数名体制にされることを推奨いたします。
『チーム登録
　 責任者』のほか『チーム登録責任者代理』も設定してください。

▼初回登録締切日（目安）

移籍元チームが、県内・県外チームに拘わらず、個人登録費と同額になります。

千葉県サッカー協会での一次承認後、KICKOFFにてコンビニ支払い、Pay-easy(インターネットバンキング
/ATM）、クレジットカード支払い（VISA,MASTER）から選択してお支払いただきます。システムにてお支払
いが確認でき次第最終承認され、電子選手証が出力可能となります。

3/31(火)　【追加登録はこの限りではありません。】

後日掲載（2020年度より申請方法が変更となります_Googleフォーム）

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

👉 KICKOFFシステム利用手引き(選手登録マニュアル) [11.4 



 

第1種　 女　子
日本協会 関東協会 県協会 1種委員会 各連盟 機関誌 合計 日本協会 関東協会 県協会 女子委員会 機関誌 他 合計
7,000 1,000 3,500 3,500 17,000 5,000 37,000 7,000 1,000 500 2,500 5,000 - 16,000 
7,000 1,000 3,500 3,500 - 5,000 20,000 2,500 1,000 500 2,500 5,000 11,600 23,100 
7,000 1,000 3,500 3,000 1,000 5,000 20,500 2,500 1,000 500 2,500 5,000 - 11,500 
7,000 1,000 3,500 3,000 - 5,000 19,500 2,000 - 400 - - - 2,400 
2,000 - 700 - - - 2,700 1,000 - 400 - - - 1,400 
2,000 - 700 - 2,500 - 5,200 700 - 400 - - - 1,100 

第2種　 シニア
日本協会 関東協会 県協会 2種委員会 機関誌 他 合計 日本協会 関東協会 県協会 シニア委員会 機関誌 他 合計
2,500 1,000 500 - 5,000 13,700 22,700 7,000 1,000 1,000 12,500 5,000 - 26,500 
2,500 1,000 500 - 5,000 - 9,000 1,500 - 1,000 - - - 2,500 
1,000 - 400 - - - 1,400 2,000 - 700 - - - 2,700 

第3種　 その他申請料
日本協会 関東協会 県協会 3種委員会 各連盟 機関誌 合計
2,500 1,000 - - - 5,000 8,500 （税込）

2,500 1,000 - - 48,000 5,000 56,500 （税込）

700 - 500 - - - 1,200 国際移籍 （税込）

区分変更 ※非課税

※申請書式は千葉県サッカー協会HPに添付しています。
第4種　 ※海外遠征申請については、必ず出国日の前々月の20日までにご提出下さい。

日本協会 関東協会 県協会 4種委員会 機関誌 他 合計 ※消費税率の変更により、申請料が変更になる可能性があります。
2,500 1,000 - 14,000 5,000 - 22,500 
700 - 1,000 - - - 1,700 お問い合わせ先：（公社）千葉県サッカー協会　TEL：043-310-4888

★　登録料のお支払いは、KICKOFFの収納代行システムよりお願いいたします　★
KICKOFFにてコンビニ支払い、Pay-easy(インターネットバンキング/ATM）、クレジットカード支払い（VISA,MASTER）から選択してお支払いただきます。

　●年度初回登録費：チーム登録料/選手登録料（×人数）/監督登録料【注】：2,000円の合計金額です。
　　【注】監督登録料免除対象者は、2020年1月末時点で、有効な指導者ライセンスを保持している方。キッズリーダーは対象外。
　●移籍時の登録料は、県内外移籍に拘わらず、下記の個人登録費と同額になります。（2020年度より変更）
　　●領収書の発行はいたしません。コンビニエンスストアやATMで発行される「領収書」「振込明細書」、およびKICKOFFシステムから出力できる「明細書」をご利用ください。
      クレジットカードの場合は、カード会社発行の「利用明細書」をご使用いただくこととなりますのでご注意ください。

項目 項目

L/一般/大学（19歳以上）

個人登録費
一般 16～18歳

県大学 13～15歳

チーム登録費

社会人
チーム登録費

L/一般/大学（19歳以上）

自治体・専門 高体連

県大学・関東大学 13～18歳（高体連以外）

高専・ｉリーグ・その他

個人登録費

個人登録費
個人登録費

シニア

U-40

項目

チーム登録費
高校

項目

高校（定・通）・クラブ

チーム登録費

個人登録費

海外遠征申請 5,500     

項目
中学・その他

振込先：千葉銀行/穴川特別出張所/普通3232121/公益社団法人千葉県サッカー協会　会長　福永廣幸

クラブ　正加盟

項目 料金 （2020年1月時点）

ユニフォーム広告掲出（1箇所） 11,000    
チーム登録費

海外→日本 11,000    
プロ→アマ 5,000     

項目
チーム登録費

個人登録費

①KICKOFFシステムにて

Web登録申請

②内容を確認後承認

【県協会作業】

③KICKOFFシステムにて

支払方法を選択

※申請した本人のみ選択可能です。

④選択した支払方法にて

登録料を入金する

⑤登録完了、各チームに
てKICKOFFより

選手証・監督証 出力

◎申請承認の流れ


	07
	registfee

