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2018 年 4 月 27 日 

JBA 公認コーチ 各位  

公益財団法人日本バスケットボール協会  

 

2018 年度コーチ登録手続きの受付再開について 

 

2018 年度の登録手続きにあたりましては、新システムの不具合によりご不便、ご迷惑をお掛けいたしました

こと、深くお詫び申し上げます。 

4 月 13 日付にてご案内させていただきました通り、2017 年度まで利用していた旧システム(URL：

https://team-jba.jp/)を一部改修した上で登録手続きの受付を再開させていただくこととなりました。 

つきましては、改めて手続き方法等をご案内いたしますので、登録手続きおよび登録料のお支払いを進めて

いただきますようお願いいたします。 

 

 

■コーチ登録手続き期間について                                                        

 

登録受付再開日時：2018 年 5 月 9 日（水）10:00～  

 

手続き期限：2018 年 6 月 30 日（土）23：59 

  ※本来は 5 月末が期限 となっておりますが、システム不具合 に伴い 6 月末まで延長いたします。  

  ※5 月 9 日以前も TeamJBA へのアクセスは出来ますが、登録手続きは行えません。連絡先住所、電話番

号、メールアドレス等の変更、リフレッシュポイントの確認は行っていただけます。 

  ※承認に時間がかかる場合がありますので、締切日の 1 週間前（6 月 23 日）までには Web 上での登録申

請を行ってください。 

  ※更新登録対象の方で期限までに登録手続き（登録料のお支払いを含む）が完了していない場合、ライセ

ンスは失効扱いとなりますのでご注意ください。 

 

■コーチ登録手続き対象者                                                        

 

更新登録  2017 年度に D 級以上のコーチライセンスをお持ちの方で以下のいずれかの条件を満たす方  

①リフレッシュポイントを 2 ポイント以上持っている方  

②2015 年度以降に新規登録または昇格を行っている方  

※上記に当てはまらない方（2014 年度以前にコーチライセンスを取得し、リフレッシュポイント

が 2 ポイント未満の方）は更新不可となります。 

E 級からの昇格  2017 年度に E-2 級、E-1 級の登録があり、上位のコーチ養成講習会を修了した方  

（例：E-2 級→E-1 級、E-1 級→D 級） 

新規登録  2017 年度に E-2 級、E-1 級、D 級コーチ養成講習会を修了した方でまだコーチ登録を行っ

ていない方  

 ※JBA 公認 E-1 級・E-2 級コーチでライセンスの変更がない場合は更新手続きの必要はありません。 
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■登録料                                                          

ライセンス別の登録料は以下の通りです。なお、お支払い時にはシステム利用料（支払手数料）税込 268 円が

必要になります。 

ライセンス 登録料／1 年  初回事務手数料  備考  

JBA 公認 S 級コーチ 10,000 円  — 本来の登録料 12,500 円（＊1） 

JBA 公認 S（F）級コーチ 12,500 円  —  

JBA 公認 A 級コーチ 3,500 円  — 本来の登録料 6,000 円（＊1） 

JBA 公認 A（F）級コーチ 6,000 円  —  

JBA 公認 B 級コーチ 2,500 円  — 本来の登録料 5,000 円（＊1） 

JBA 公認 B（F）級コーチ 5,000 円  —  

JBA 公認 C 級コーチ 1,500 円  — 本来の登録料 4,000 円（＊1） 

JBA 公認 D 級コーチ 3,000 円  —  

JBA 公認 E-1 級コーチ — 1,000 円  （＊2） 

JBA 公認 E-2 級コーチ — 1,000 円  （＊2） 

 （＊1）2017 年度までに別途日本体育協会（現：日本スポーツ協会）の基本登録料の支払いを行ってい

ることから減免措置があります。 

 （＊2）E-1 級・E-2 級は登録更新がないため、初回事務手数料のみ発生します。 

 

■手続き方法                                                          

2017 年度までご利用いただいていたシステムにて、インターネットを利用した登録手続きを行っていただきます。 

 

《手続きの流れ》 手続き方法の詳細は別紙「年度更新後の登録手続きガイド」にてご確認ください。 

 

 

 

 

（※）【重要】以下のケースに該当する場合は、「更新登録する」ではなく、「加入コード入力」または「昇格

申請」から手続きを行ってください。（参考：年度更新後の登録手続きガイド P5） 

ケース① 2018 年 2 月末までに免除免除申請が済んでいる場合または

2017 年度に指導員講習会を受講した場合で D 級から C 級

に昇格する場合  

※免除免除申請が済んでいない場合は D 級での更新登録後

に C 級への昇格申請が可能になります。 

加入コード入力  

指導員講習会を受講した場合は所属都道

府県に C 級コーチの加入コードを確認くださ

い。免除免除申請済みの場合は、JBA より

対象者に加入コードをご案内します。 

ケース② 2017 年度 E-1・E-2 級ライセンスをお持ちで 

2018 年度に上位ライセンスの登録を行う場合  
昇格申請  

ケース③ 2017 年度受講資格登録を行っており、 

2018 年度に E 級以上のコーチ登録を行う場合  
昇格申請  

ケース④ 2017 年度受講資格の登録がなく、 

2018 年度に E 級以上のコーチ登録を行う場合  

加入コード入力  

所属都道府県に該当ライセンスの加入コー

ドを確認の上、加入コードを入力して手続き

を行ってください。 

※メンバーID を持っていない場合はメンバー

ID の新規取得が必要になります。 

各団体の責任者が承

認を行います。（承認

に 1週間ほどかかる場合

があります。） 

指定のコンビニまたは 

ゆうちょ ATM で登録料

の支払いを行う。 

登録証は手続き完了の

翌月中旬～下旬の発送

となります。（E 級の場

合、カード発行はありませ

ん。） 

マイページ「チームへの加入

申請 /役職・資格の登録」

か ら 「 更 新 登 録 す る 」

（※）を選択し、画面に

添って手続きを行う。 
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■新システム→従来システムへの切り替えにあたってのご案内                                                           

（1）URL の変更  

   ・今回手続きいただくシステムは 2017 年度 と同様 、「https:// team-jba. jp/」となります。  

 

（2）メンバー ID 

   ・2017 年度までのメンバー ID、パスワードをそのままご利用いただけます。（新システムで行 ったメン

バー ID 統合 、パスワード変更は無効になっておりますので、ご了承 ください。）  

 

（3）登録情報  

   ・2017 年度の登録情報をもとに登録手続きを行 っていただけます。  

   ・3 月 14 日以降 、新システムで入力 した情報は反映 されていませんので、お手数ですが再度ご入

力をお願いいたします。  

 

（4）支払方法  

   ・支払方法は 2017 年度 と同様にコンビニ（セブンイレブン除 く）、ゆうちょでのお支払いとなり、支

払期限は最長 30 日以内 となります。（クレジットカードはご利用いただけません。）  

   ・システム利用料（支払手数料）として、登録料のお支払い時に 268 円（税込）が必要にな

ります。  

 

■新システムで手続き済、手続き中の場合の扱いについて                                                        

・3 月 14 日以降に行 った新システムでの手続き内容については、大変申 し訳ございませんが今回ご利

用のシステムには反映 されておりません。恐れ入 りますが、再度手続きを行 っていただきますようお願いいた

します。  

・新 システムで既に入金済の登録料（システム利用料含む）については、全 て返金 させていただきます。

対象者には別途ご連絡 させていただきます。  

 

■補足                                                          

・登録後の資格有効期限は 2019 年 3 月 31 日となります。 ただし、E-1 級・E-2 級は永年資格となります。 

 

・D 級以上は毎年度更新手続きが必要となります。また、更新にあたってはリフレッシュポイントが必要になります。  

 詳しくは JBA 公式ホームページでご確認ください。 

 

・コーチライセンス（A 級・B 級・C 級）の登録・管理窓口の一本化に伴い、2018 年度以降、日本スポーツ協会

（旧：日本体育協会）への登録手続きは不要になります。（ただし、他競技資格をお持ちの場合は、今後も日

本スポーツ協会への手続きが必要となります。） 

なお、JBA および日本スポーツ協会のライセンス情報を照合し、ライセンスが正しく登録されていないことが発覚した

場合には、JBA コーチライセンスの訂正（昇格、降格）をさせていただきます。 

登録・管理窓口の一本化に伴う変更点の詳細は JBA 公式ホームページよりご確認ください。 

 

・コーチ、審判の両方のライセンスをお持ちの場合は、それぞれで手続きが必要です。  

なお、審判 ライセンス、コーチライセンスの同時申請を行 った場合 、両方の承認がおりないと手続きが進

められませんのでご注意 ください。（それぞれ別々に申請を行 うことは可能ですが、その場合システム利用

料（支払手数料）が 2 回分必要になります。）  
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・所属都道府県の変更がある場合は、2018 年度の登録手続き後にマイページから移籍申請を行ってください。 

 

・ライセンスの更新をしない場合（返上する場合）は、TeamJBA マイページ「チームへの加入申請/役職・資格の

登録」から「資格を返上する」を選択し、画面に添って手続きを行ってください。なお、一度返上を行った場合、コー

チライセンスの復活申請（再登録）は認められませんのでご注意ください。  

 

・各種発行物に関する詳細は別紙「審判・コーチ登録者への各種発行物について（2018 年度版）」をご確認く

ださい。 

 

・コーチ登録者にはメールニュースの配信があります。また、「Basketball Library」で指導者向け動画、ジャーナル

等の閲覧が可能になります。 

 ▸Basketball Library  http://library.japanbasketball.jp/auth/login  

 

■ヘルプデスクについて                                                        

登録システムの操作に関 してご不明な点は TeamJBA ヘルプデスクへお問合せください。  

◇電話：06-4400-5241  （5/9～6/29：平日 10：00～13：00/14：00～17：00）  

◇メール：TeamJBA トップページの問合せフォームをご利用 ください。  

※ヘルプデスクは 5 月 9 日 (水 )10 時より受付開始 となります。  

 

■添付資料                                                               

◇ 年度更新後の登録手続きガイド  

◇ 登録証／JBA 会員限定情報誌の発行について（2018 年度版）（2018 年 4 月 27 日版） 
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