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1. コーチ情報の登録 

JFA公認指導者資格を持ったコーチが、自身の情報を JFA スクエアに登録します。 

登録した情報を公開することで、チームから自身の情報を検索できるようにします。 

 

 

1-1. JFAスクエアへのアクセス 

「https://square.jfa.jp/」にアクセスすると、JFAスクエアのトップページが表示されます。 

（JFAや KICKOFF、JFA IDサイトからもリンクされています） 

 

① JFAスクエアトップページ右にある「チーム・指導者マッチング」ボタンをクリックします。 

 

※ 既に JFA IDにログインしている場合、ログイン画面は表示されませんので②の手順は不要です。 

JFAスクエアへの情報提供に同意がない場合は、ログイン済みであっても同意画面が表示されます。 

 

② JFA IDのログイン画面が表示されますので、JFA IDをお持ち方は JFA IDでログインします。 

※ JFAスクエアでコーチ情報を公開するには、JFA IDの登録が必要です。 
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③ ログインが完了すると、チーム・指導者マッチング画面が表示されます。 

 

 

 

1-2. コーチ情報公開設定 

ログイン後、JFAスクエアにコーチ情報を登録します。 

コーチの基本情報（資格情報や指導歴など）については、KICKOFFから自動的に取得されます。 

 

チーム・指導者マッチング向け情報項目一覧 

項目名 要否 説明 備考 

チーム募集 必須 指導チームを募集しているかどうかの設定です。  

指導対象エリア 任意 指導可能なエリアです。 都道府県と地区を選択します。 

募集する指導者資格  自身が持つ資格の内、指導可能な資格です。  

指導対象年齢  指導可能な年代です。  

指導対象性別  指導可能な性別です。  

指導対象レベル  指導対象となる選手のレベルです。  

ひとこと PR  検索結果に表示される PRです。 100 文字まで入力できます。 

コーチプロフィール  自身のプロフィールです。 
500 文字まで入力できます。 

指導対象備考  指導する上での備考です。 

 

① チーム・指導者マッチング画面の右上に表示されている「コーチメニュー」ボタンをクリックしま

す。 
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―中略― 

 

※ エラーが表示され画面遷移しない場合は、JFA IDに紐付けられている資格をご確認下さい。 

 

② コーチメニューが表示されます。 

メニューから「コーチ情報公開設定」ボタンをクリックします。 

 

 

③ コーチ情報が KICKOFFから取得され、一覧で表示されます。 

コーチ基本情報中部にある「情報の公開」欄で、情報公開設定を行います。 

「公開する」に設定すると、チームによる検索の対象になります。 

（本マニュアル「1-3.公開設定」での設定によっても公開される情報が制御されます） 

「公開しない」に設定すると、チームからは検索されません。 

 

―中略― 

 

 

④ チーム・指導者マッチング向け情報を入力します。 
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（コーチ基本情報入力画面と同様の画面で入力を行います。） 

全項目を入力したら、ページ最下部の「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

⑤ 確認画面に遷移し、入力内容が表示されます。 

内容を確認し、問題なければページ最下部の「登録する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

⑥ コーチ情報の登録が完了します。 

ページ上部の「コーチメニューへ戻る」リンクをクリックし、メニューに戻ります。 
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―中略― 

 

 

 

1-3. 参照許可の設定 

コーチ情報の各項目（基本情報・指導歴等）について、チームにコーチ情報を公開するかどうかの「公

開設定」を行えます。 

コーチ情報の登録後は、全ての項目について、公開する設定になっているため、公開設定を必ず行って

下さい。 

 

① コーチメニューから「参照許可設定」ボタンをクリックします。 

 

 

② コーチ情報参照許可設定画面が表示されます。 

コーチの各情報項目について、画面右側の「公開設定」欄で公開許可を設定します。 
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―中略― 

③ 全ての項目についてチーム参照許可設定を行ったら、ページ最下部の「設定内容を確認する」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

④ 確認画面が表示されます。 

内容を確認して、問題なければページ最下部の「設定する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

⑤ コーチ情報公開定が完了します。 
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2. 指導チームを探す 

コーチが自身の希望する指導条件のチームを検索し、チームに問合せを行います。 

チームへ問合せを行う場合、コーチ情報公開設定が必要です。 

 

2-1. チームを検索する 

希望する条件でチームを検索し、指導希望にあったチームを探します。 

 

チームの検索条件として選択可能な条件 

項目名 説明 備考 

活動場所 活動している場所（都道府県や地区）です。 都道府県と地区を選択します。 

活動競技 活動している競技です。  

募集資格 募集している資格です。  

募集性別 募集している性別です。  

参加する大会 チームの参加する大会レベルです  

JFA 加盟 KICKOFF の登録チームかどうかです。 
未加盟チームは、KICKOFF に登録し

ていなチームを指します。 

フリーワード 自由に入力可能な検索条件です。  

 

① JFA スクエアトップページから「チーム・指導者マッチング」ボタンをクリックし、チーム・指導

者マッチングサイトにアクセスします。 

 

 

② チーム・指導者マッチング画面の上部に表示されているメニューが「チームを探す」になっている

ことを確認します。 

 

※ 上記の画像のようにコーチ検索になっている場合は「チームを探す」ボタンをクリックし、メニュ

ーを切替えます。 

 

③ 「チームを探す」が選択されている状態で希望する条件を入力したら、ページ下部の「検索」ボタ
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ンをクリックします。 

 

※ 検索ボタンの上部にある「募集中以外のチームも表示する」を選択すると、現在コーチを募集して

いないチームも検索できます。 

 

④ 選択した条件に合致するチームが一覧で表示されます。 

「詳しく見る」ボタンをクリックすると、チームの詳細情報を確認できます。 

 

 

⑤ チームの詳細情報が表示されます。 

チームへの問合せ手順は本マニュアル「2-2.チームへの問合せ」を参照して下さい。 
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⑥ 検索条件を変更して再検索を行いたい場合、ページ上部の「希望する条件で探す」セクションの右

端に表示されている「開く」ボタンをクリックします。 

 

 

⑦ 検索条件一覧が表示されますので、検索したい条件を再選択し、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

 

2-2. チームへの問合せ 

検索したチームに対して、問合せを行うことができます。 

チームへの問合せには、コーチ情報公開設定が必要になります。 
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① 問合せを行いたいチームを検索します。 

検索結果から問合せを行いたいチーム欄の「詳しく見る」ボタンをクリックします。 

※ 検索手順については本マニュアル「2-1.チームを検索する」を参照して下さい。 

 

 

② チームの詳細情報が表示されます。 

ページ最下部にある「このチームに問合わせする」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

③ チームへの問合わせ画面が表示されます。 

ページ下部の問合せ内容と連絡先情報を入力し、「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 
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④ 入力した内容が表示されます。 

内容を確認して、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

⑤ チームへの問合せが完了します。 
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2-3. チームへの問合せ履歴確認 

チームに対して行った問合せの履歴を確認します。 

 

① チーム・指導者マッチングサイトにアクセスし、ページ上部の「コーチメニュー」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

② コーチメニューから「チームへの問合せ履歴」ボタンをクリックします。 

 

 

③ チームへの問合せ履歴が表示されます。 

問合せ履歴にある「送信結果」欄が「送信エラー」となっている場合、チームの担当者にメールが

届かず、問合せに失敗しています。 

その場合、別の方法でお問い合わせいただくか、数日待ってから再度合せを行って下さい。 
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2-4. チームへの問合せ結果入力 

問合せを行った結果、チームで指導する又はしないを登録します。 

問合せ者（コーチ）のみが結果を登録できますので、結果の登録をお願いします。 

 

① チーム・指導者マッチングサイトにアクセスし、ページ上部の「コーチメニュー」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

② コーチメニューから「チームへの問合せ履歴」ボタンをクリックします。 

 

 

③ チームへの問合せ履歴が表示されます。 

問合せ履歴にある「結果」欄の「未登録」リンクをクリックします。 
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④ 問合せ結果入力画面が表示されます。 

ページ下部の「結果入力」セクションに結果と理由を入力して、「入力内容を確認する」ボタンをク

リックします。 

 

 

⑤ 入力した内容が表示されます。 

内容を確認して、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 
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⑥ 結果の登録が完了します。 

 

 

 

2-5. チームへの問合せ結果の変更 

問合せ結果を登録した後でも、問合せ結果の変更ができます。 

 

① チーム・指導者マッチングサイトにアクセスし、ページ上部の「コーチメニュー」ボタンをクリッ

クします。 

 

② コーチメニューから「チームへの問合せ履歴」ボタンをクリックします。 
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③ チームへの問合せ履歴が表示されます。 

問合せ履歴にある「結果」欄の「成立／不成立」リンクをクリックします。 

 

 

④ 問合せ結果入力の変更画面が表示されます。 

ページ下部の「結果入力」セクションに表示されている結果と理由を変更して、「入力内容を確認す

る」ボタンをクリックします。 
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⑤ 入力した内容が表示されます。 

内容を確認して、問題なければ「登録する」ボタンをクリックします。 

 

―中略― 

 

 

⑥ 結果の変更が完了します。 
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3. チームからの問合せ 

JFAスクエアにコーチ情報を公開すると、チームから問合せが行なわれます。 

チームから問合せが行なわれると、JFA IDに登録されたメールアドレスに、問合わせがあった旨のメー

ルが届きます。 

問合わせ内容を確認して、チームに連絡を行います。 

 

3.1. コーチからの問い合わせ内容の確認 

チームからの問い合わせ内容を確認します。 

 

① JFA スクエアトップページから「チーム・指導者マッチング」ボタンをクリックし、チーム・指導

者マッチングサイトにアクセスします。 

ページ上部の「コーチメニュー」ボタンをクリックします。 

 

 

② コーチメニューから「チームからの問合せ履歴」ボタンをクリックします。 

 

 

③ チームから行われている問合せが一覧で表示されます。 

「チーム名」リンクをクリックすると、問合せ内容の詳細を確認できます。 
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―中略― 

 

 

④ チームからの問合せ内容を確認し、チームに連絡を行います。 

JFA スクエアには、チームへのメッセージ送信機能はありませんので、問合せ内容に記載されてい

る連絡先情報へ、システム外から連絡を行います。 

 

 

 

※ チームからの問合せの結果（チームに加入した／しなかった）については、問合せを行ったチーム

が登録するため、コーチによる問合せ結果登録は不要です。 
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4. 有資格者向けコンテンツの確認 

指導者資格または審判資格をお持ちの方は、JFA スクエアに公開されている有資格者向けコンテンツの

閲覧が行えます。 

コンテンツの閲覧には、資格が紐付けられた JFA IDが必要になります。 

 

 

4.1. JFAスクエアへのアクセス 

「https://square.jfa.jp/」にアクセスすると、JFAスクエアのトップページが表示されます。 

（JFAや KICKOFF、JFA IDサイトからもリンクされています） 

 

① JFAスクエアトップページ下段にある有資格者向け情報のボタンをクリックします。 

指導者向けコンテンツを閲覧する場合は「登録指導者向け情報」ボタンを、審判向けコンテンツを

閲覧する場合は「登録審判員向け情報」ボタンをそれぞれクリックします。 

 

※ 既に JFA IDにログインしている場合、ログイン画面は表示されませんので②の手順は不要です。 

JFAスクエアへの情報提供に同意がない場合は、ログイン済みであっても同意画面が表示されます。 

 

② JFA IDのログイン画面が表示されますので、JFA IDをお持ち方は JFA IDでログインします。 

※ JFAスクエアで有資格者向けコンテンツを閲覧するには、JFA IDに有効な指導者資格または審判資

格が紐ついている必要があります。 
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③ ログインが完了すると、有資格者向けコンテンツ一覧画面が表示されます。 

 

※ 登録審判向け画面の場合 

 

 

4.2. コンテンツの検索 

有資格者向け情報画面では、標準で公開日時が新しいものから順にすべてのコンテンツが表示された状

態になっています。 

条件を指定し、目的のコンテンツを探すことができます。 

 

コンテンツの検索条件として選択可能な条件 

項目名 説明 備考 

タイトル コンテンツのタイトルです。 部分一致で検索されます。 

公開日 コンテンツが公開された日付です。  

タグ 
コンテンツに設定されているタグです。 

コンテンツのジャンル等を表しています。 

複数個選択した場合、1 つでも含まれ

ていれば検索結果に表示されます。 

 

① 有資格者向けコンテンツ一覧画面にアクセスします。 

画面上部に「コンテンツを探す」セクションが表示されているので、検索条件を入力し、「検索」ボ

タンをクリックします。 
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② 条件に合致したコンテンツが一覧で表示されます。 

検索・閲覧できるコンテンツは、自身が持っている資格にあったもののみとなります。 

PDFファイルなどのダウンロード出来るものの場合、「ファイル名」リンクをクリックすると、ファ

イルをダウンロードすることができます。 
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5. よくある質問 

よくあるお問い合わせ内容です。 

サービスにお問い合わせ頂く前に、ご確認下さい。 

 

5.1. システムに関する質問 

 マニュアルに記載されている内容と実際の画面が異なります。 

 システムは随時修正や改善が行われているため、異なる点が発生する事があります。 

修正等で画面に変更があった場合、なるべく早くお知らせやマニュアルの更新を行いますが、

更新されるまでは旧マニュアルでご対応下さい。 

 不明点についてはサービスデスクへお問い合わせ下さい。 

 

 JFAスクエアから KICKOFFにはアクセスできないのですか。 

 KICKOFFに直接アクセスすることは出来ませんので、一旦 JFA IDのサイトへアクセスしてい

ただき、そちらから KICKOFFにアクセスして下さい。 

 

 何もしていないのにログアウト状態になってしまいます。 

 30 分間操作されなかった場合、自動的にログアウト状態になりますので、再度ログインを行っ

て下さい。 

 

 

5.2. コーチ情報登録に関する質問 

 「権限がありません」と表示され、サイトにアクセスできません。 

 JFA IDに紐付いている資格をご確認下さい。 

 有効な資格が JFA IDに紐ついていない場合、コーチサイトは利用できません。 

 

 サッカー／フットサルどちらの資格でも JFAスクエアを利用することができますか。 

 はい、競技区分に関係なく有効な指導者資格をお持ちであれば、利用することができます。 

 

 KICKOFFから情報を取得するために、コーチ登録番号などは必要ですか。 

 いいえ、JFA IDのみで情報の取得ができます。 

JFA IDに紐付いている資格があれば、自動的に情報が取得されます。 

 

 KICKOFF に登録されている氏名や指導歴などの情報を変更したのですが、JFA スクエア側で何か

手続は必要ですか。 

 特に必要ありません。 

KICKOFFで変更された内容は、自動的に JFAスクエア Eに適用されます。 

 

 情報の公開を「公開しない」に設定した場合、今まで行っていた問合せ内容はどうなりますか。 
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 公開区分に関係なく、問合せ履歴は保存され、閲覧・結果入力が可能です。 

 

 

5.3. チーム・指導者マッチングサイトに関する質問 

 JFA スクエアにはコーチに連絡を行う機能はないのですか。 

 はい、ありません。 

お手数ですが、システム以外の方法でご連絡をお願いします。 

 

 複数のチームから問合せを受けることはできますか。 

 はい、可能です。 

問合せを受ける数の上限はありません。 

 

 チームから受けた問合せの結果を入力したいのですが。 

 問合せ結果は、問合せを行った側が入力しますので、チームからの問合せ結果をコーチが入力

することはできません。 

 

 

5.4. 有資格者向け情報サイトに関する質問 

 「権限がありません」と表示され、サイトにアクセスできません。 

 JFA IDに紐付いている資格をご確認下さい。 

 有効な資格が JFA IDに紐ついていない場合、有資格者向け情報サイトは利用できません。 

 

 以前見られた情報が見られなくなっています。 

 各コンテンツには「公開期限」が設けられているため、公開期限を過ぎたコンテンツは閲覧で

きなくなります。 

 該当のコンテンツが削除された可能性もありますので、コンテンツ管理者にお問い合わせ下さ

い。 

 

 

5.5. その他 

 JFAスクエアに関する問合せはどこにすればいいですか。 

 JFA登録サービスデスクへお問い合わせ下さい。 


