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平成２２年度事業計画 

 

１) プロサッカー試合の主催及び公式記録の作成 

① プロサッカー試合の主催 

-１ Ｊ１リーグ戦 

開催期間  ３月６日（土）～１２月４日（土） 

主に土曜日または水曜日に開催 

開催場所   主に各クラブのホームタウンにおけるスタジアム 

大会方式   ２回戦総当りリーグ戦、全３０６試合 

出場クラブ  Ｊ１会員１８クラブ 

 

   -２ Ｊ２リーグ戦 

開催期間   ３月６日（土）～１２月４日（土） 

       主に土曜日または水曜日に開催 

開催場所   主に各クラブのホームタウンにおけるスタジアム 

大会方式  ２回戦総当りリーグ戦、全３４２試合 

出場クラブ Ｊ２会員１９クラブ 

 

   -３ リーグカップ戦 

開催期間   予選リーグ： 

３月３１日（水）、４月１４日（水）、５月２２日（土） 

５月２６日（水）、５月２９日（土）、６月５日（土） 

６月９日（水） 

決勝トーナメント： 

準々決勝：９月１日（水)、９月８日（水） 

準決勝：９月２９日（水）、１０月１０日（日） 

決勝：１１月３日（水・祝） 

開催場所  主に各クラブのホームタウンにおけるスタジアム 

大会方式 予選リーグ：Ｊ１参加１４クラブを２グループに分け、グルー

プごとに１回戦の総当たりリーグ戦を実施。ＡＦＣチャンピオ

ンズリーググループステージ出場の４クラブは予選リーグをシ

ード。 

決勝トーナメント：各グループ２位の４クラブ及びシードの４

クラブによる計８クラブが決勝トーナメントに進出する。 

出場クラブ Ｊ１会員１８クラブ 

 

    -４ 第９０回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

開催期間  １回戦  ９月３日（金） 

２回戦  ９月５日（土）、１０月１１日（月・祝） 

      ３回戦  １０月９日（土）、１０月１１日（月・祝） 

      予備日：１０月１３日（水） 

      ４回戦  １１月１７日（水） 

準々決勝戦 １２月２５日（土） 

      準決勝戦  １２月２９日（水） 

      決勝戦  ２０１１年１月１日（土・祝） 

開催場所    全国のスタジアム 

大会方式    トーナメント方式 
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出場クラブ   Ｊ１：１８チーム 

    Ｊ２：１９チーム 

   ＪＦＬ前期の上位１チーム 

   総理大臣杯全日本大学サッカー選手権大会優勝チーム 

   都道府県代表チーム 

      

    ‐５ オールスターサッカー 

開催期日   （未定） 

開催場所   （未定） 

大会方式 （未定） 

 
    -６ スーパーカップ  

  開催期日  （未定） 

開催場所  （未定） 

大会方式  （未定） 

 

②    公式記録の作成、管理及び運用 
-１  試合記録 

リーグ戦試合等、公式行事の記録の収録、保管及び管理を（株）Ｊリーグメディアプ

ロモーションを通じて行う。 

（業務委託先：（株）Ｊリーグメディアプロモーション…（株）Ｊリーグメディアプロ

モーションは、データスタジアム（株）と協力してＪリーグデータセンター運営業務

を行う。） 

 

-２   映像 

リーグ戦試合等、公式行事の映像の収録、保管、管理及び販売ならびに選手肖像等の

管理を（株）Ｊリーグメディアプロモーションに委託し行う。 

 

-３   静止画像 

リーグ戦試合等、公式行事の静止画像の収録、保管、管理及び販売ならびに選手肖像

等の管理をＪリーグフォト（株）に委託し行う。 

 

③ 表彰 

‐１  Ｊ.ＬＥＡＧＵＥ ＡＷＡＲＤＳ（表彰式）の開催 

 開催期日  １２月６日（月） 

開催場所  （未定） 

タイトル名称  最優秀選手賞、優秀選手賞、ベストイレブン、得点王、優秀新

人賞、新人王、フェアプレー個人賞、最優秀監督賞、最優秀主

審賞、最優秀副審賞、フェアプレー賞（高円宮杯）、ベストピッ

チ賞、最優秀育成クラブ賞、功労賞、功労選手賞 

 

‐２  リーグ戦成績及びリーグカップ戦成績に対する表彰 

Ｊ１リーグ戦 チーム表彰：優勝、２位、３位、４位、５位、６位、７位等 

   個人表彰：優秀選手賞等 

Ｊ２リーグ戦 チーム表彰：優勝、準優勝、フェアプレー賞 

         個人表彰：最多得点者 

リーグカップ戦 チーム表彰：優勝、２位、３位 

個人表彰：最優秀選手等 
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-３    その他の表彰 

スーパーカップ等Ｊリーグ主管試合にて活躍した選手及びチームを表彰する。 

 

２) プロサッカーに関する諸規約の制定 

①  プロサッカーに関する諸規約の制定 
-１    Ｊリーグ規約及びそれに付随する諸規程の改訂 

定款の内容を補完することを目的とするリーグ規約及びそれに付随する諸規程の改訂

作業を行う。 

 

-２    規約規程集の発行 

定款、規約及び諸規程、試合実施要項等を記載した規約規程集を作成し、サッカー関

係者、マスコミ等を対象に有料で頒布する。 

 

３) プロサッカー選手、監督及び審判員等の養成、資格認定及び登録 

①   プロサッカー選手、監督、コーチ及び審判員等の養成、資格認定及び登録 
-１    プロサッカー選手の資格認定及び登録 

Ｊリーグのプロサッカー選手を対象に、（財）日本サッカー協会発行の統一契約書等に

よる契約など資格要件に沿って選手登録を行う。 

 

-２    プロサッカー選手及びコーチのための研修会等の開催 

初めてプロ契約を締結する選手を対象に新人研修会を実施する他、Ｊリーグの理念の

訴求やルール徹底のため、全選手を対象に講習会を行う。 

 

研修会名  新人研修会 

開催期日  ２０１１年２月初旬 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの初めてプロ契約を締結する選手 

会場  （未定） 

 

研修会名  ルール講習会 

開催期日  ２０１１年２月 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの選手、監督、コーチ等 

会場  Ｊ１及びＪ２会員クラブのクラブハウスあるいは合宿地 

 

-３    Ｊリーグ アカデミーの推進 

        世界で活躍する選手の育成に向け、各クラブが取り組んでいる育成活動についてよ

り一層の連携を図り、その成果を各クラブにとどめず、広く日本のサッカーに反映

させていく。 

・育成年代の一貫指導体制、リーグ戦、コーチ養成、トレーニング環境、メディカル

体制の充実を図り、そのノウハウを広く共有する。 

・各クラブがホームタウンで実施している子どもたちの人間性や社会性を育む活動を

推進し、地域とのネットワークづくりをサポートする。 

・変動する現代社会に左右されがちな子どもたちの発育を医科学的に分析し、国民の

心身の健全な発達に寄与するよう努める。 

 

（１） 選手一貫教育の実施 

Ｊクラブ アカデミーの選手育成のため、サッカーの技術面だけでなく、子ど

もたちの問題解決能力や考える力を引き出す等、人間性や社会性を育む活動を

行う。 
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（２） 研修会等の実施 

Ｊクラブの育成責任者（アカデミーダイレクター）及びコーチの養成を目的と

した研修会を実施する。また、世界で活躍する選手の育成を目的として、Ｊク

ラブのアカデミーよりポテンシャルの高い選手を選抜し、トレーニングキャン

プを実施する。 

 

研修会名  Ｊリーグ アカデミーダイレクター研修 

開催期日  （未定）年３～４回 

対象者   Ｊ１及びＪ２会員クラブの育成責任者（アカデミーダイレクタ

ー） 

会場     （未定） 

 

研修会名  Ｊリーグ アカデミーコーチ研修 

開催期日  （未定）年３回 

対象者   Ｊ１及びＪ２会員クラブのアカデミーコーチ 

会場     （未定） 

 

研修会名  Ｊリーグ アカデミープレーヤー トレーニングキャンプ 

開催期日  （未定）年２回 

対象者   Ｊ１及びＪ２会員クラブのアカデミープレーヤー 

会場     （未定） 

 

（３） 育成年代の試合環境整備の推進 

１人でも多くの優秀な選手を輩出するために、育成年代の試合環境の整備を推 

進する。 

 

（ア） Ｊユースカップ 

開催期間 予選リーグ：７月～１１月（予定） 

決勝トーナメント：１２月（予定） 

開催場所 主に各クラブのホームタウンにおけるスタジアム等 

大会方式 予選リーグ：各グループ２回戦総当りリーグ戦 

決勝トーナメント：Ｊ１及びＪ２会員より１６クラブ

と、日本クラブユースサッカー連盟所属の４クラブの、

計２０クラブによるトーナメント（予定） 

出場クラブ Ｊ１会員１８クラブ及び Ｊ２会員１９クラブのユー

スチーム、日本クラブユースサッカー連盟所属４チー

ム（予定） ※Ｊ２会員の参加は調整中 

 

（イ） Ｊリーグ U-１６ 

開催期日 （未定） 

開催場所 （未定） 

大会方式 リーグ戦ならびに同順位同士の対戦 

出場クラブ Ｊ１会員１８クラブ及びＪ２会員１９クラブのユー

ス  チームより、所定の手続きを経て選出されたチーム 

 

（ウ） Ｊリーグ U-１４ 

開催期間 ４月～２０１１年３月 

開催場所 各クラブのホームタウンにおけるスタジアム等 
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大会方式    参加クラブを地域ごとに分け、ブロック別に大会方 

式を決定し、実施する 

出場クラブ （未定） 

 

（エ） Ｊリーグ U-１３ 

開催期間 ４月～２０１１年３月 

開催場所 各クラブのホームタウンにおけるスタジアム等 

大会方式 参加クラブを５ブロックに分け、ブロック別に大会方

    式を決定し、実施する 

・ ホーム＆アウェイ方式による２回戦総当りリーグ

戦 

・ ホームｏｒアウェイ方式による１回戦総当りリー

グ戦 

出場クラブ  Ｊ１会員１８クラブ及びＪ２会員１９クラブのアカ

デミーチーム、日本クラブユースサッカー連盟所属チ

ーム、（財）日本中学校体育連盟所属の中学校チーム 

 

（オ） Ｊリーグ U-１２フェスティバル 

開催期間 ２０１０年７月下旬～８月 

開催場所 全国８箇所（予定） 

活動内容 ８人制サッカー、自然体験、ＡＳＥプログラム等 

参加クラブ Ｊ１会員１８クラブ及びＪ２会員１９クラブ（予定） 

 

（４） 地域とのネットワークづくり活動の促進 

各クラブが主体となり、サッカーを「する」「見る」「支える」というさまざま

な参加スタイルを提案し、誰もがサッカーを楽しみ、サッカーが生涯スポーツ

として定着していけるような普及活動を促進する。 

 

（５） 育成年代における医科学活動 

育成年代の選手のフィジカル測定及びデータ蓄積を行い、育成年代のトレーニ

ング改善につなげる。 

 

活動名 フィジカル測定 

開催期日 （未定） 

対象者 Ｊ１会員１８クラブ及びＪ２会員１９クラブのアカデミープレ

ーヤー 

会場  （未定） 

 
（6） 試合分析等 

育成年代の一貫指導体制の充実を図るために、育成年代の試合分析を行う。各

年代の課題及び特徴をつかみ、コーチ養成の充実を図る。また、育成センター

の情報共有を促し、育成環境の整備を促進する。 

         

-４    プロサッカーの監督及びコーチの養成及び登録 

Ｊリーグ規約に従って、Ｊクラブの監督及びコーチの資格要件を確認し、Ｊリーグへ

の登録を行うとともに、Ｊクラブが新規に契約する外国人監督の資格審査申請の窓口

となり、（財）日本サッカー協会の承認を受け、Ｊリーグへの登録を行う。また、各種

指導者研修会、監督会議等を開催し、指導者の育成や技術指導を図る。 
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研修会名  （財）日本サッカー協会 公認Ｓ級コーチ養成講習会 

開催期日  （未定） 

対象者   (財)日本サッカー協会が選定する指導者 

会場  （未定）  

 

研修会名   (財)日本サッカー協会 公認Ａ級コーチ養成講習会 

開催期日  （未定） 

対象者   (財)日本サッカー協会が選定する指導者 

会場  （未定） 

 

研修会名   (財)日本サッカー協会 公認Ｂ級コーチ養成講習会 

開催期日  （未定） 

対象者   (財)日本サッカー協会が選定する指導者 

会場  （未定）  

 

研修会名  （財）日本サッカー協会 公認Ｃ級コーチ養成講習会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊクラブアカデミーコーチ 

会場  （未定） 

 

研修会名  監督会議 

開催期日  年２回（未定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの監督 

会場  （未定） 

 

-５   プロサッカーの審判員の養成及び登録 

Ｊリーグの主催試合の審判員に対する資格要件に沿って、主審、副審を登録する。 

また、審判員の技術向上を目的として各種研修会を実施する。 

 

研修会名  Ｊリーグ担当審判員 開幕前研修会 

開催期日  ２０１１年２月（予定） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場  （未定） 

 

研修会名  主審研修会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当主審 

会場  （未定） 

 

研修会名  副審研修会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当副審 

会場  （未定） 

 

研修会名  Ｊリーグ担当審判員合同研修会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 



 10 

会場  （未定） 

研修会名  レフェリング分析 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場   （未定） 

 

研修会名  フィットネストレーニング 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場  （未定） 

 

研修会名  プロ契約審判員キャンプ 

開催期日  ほぼ隔週（未定） 

対象者  プロ契約審判員 

会場  清水ナショナルトレーニングセンター Ｊ-ＳＴＥＰ 

   日産フィールド小机、他 

 

研修会名  審判交換プログラム 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場  （未定） 

 

-６   レフェリング分析のインターネット配信 

Ｊリーグ担当審判員のレフェリングの質を高めることを目的に、Ｊリーグ担当審判員

に向けてインターネットを使用した情報配信を行う。 

 

②   マッチコミッショナーの任命 
サッカーの試合の運営、競技、スタジアム等、試合における全てを管理するマッチコミッショ

ナーを任命し、心得、任務に伴う諸事項の最終確認のため研修会を実施する。 

 

研修会名  マッチコミッショナー研修会 

開催期日  ８月、２０１１年２月（予定） 

対象者  Ｊリーグ担当マッチコミッショナー 

会場  ＪＦＡハウス（予定） 

 

４) プロサッカーの試合の施設の検定及び用具の認定 

①     プロサッカーの試合の施設の検定及び用具の認定 
-１     スタジアムの検査、公式試合開催指定スタジアムの指定 

高水準のサッカーの試合及び試合運営を行うため、スタジアム検査要項に基づき、使

用予定のスタジアムを検査し、公式試合開催指定スタジアムを指定する。 

 

-２     用具の認定 

高水準のサッカーを行うため、使用するボール等用具を対象に認定を行う。 

 

５) 放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及 

①     プロサッカーの試合のテレビ放送等に関する契約 

-１    テレビ放送等に関する契約 

テレビ局及びラジオ局を対象に、リーグ戦その他公式試合について公衆送信権等の交
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渉及び契約を行う。 

６) サッカー及びサッカー技術に関する調査、研究及び指導 

① 各種委員会等による研修の実施 
-１    管理スタッフ教育のための研修 

管理スタッフの教育、育成のため、各種委員会等で必要に応じ、国内外において研修

を行う。 

 

研修会名  チームドクター研修会 

開催期日  ８月、２０１１年１月（予定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブのチームドクター 

会場  ＪＦＡハウス 

 

研修会名  アスレティックトレーナー研修会 

開催期日  ８月、２０１１年１月（予定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブのアスレティックトレーナー、フィジ

オセラピスト、マッサー 

会場  ＪＦＡハウス 

 

研修会名  記録研修会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの記録員 

会場  （未定） 

 

研修会名  ゼネラルマネージャー講習会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの経営に携わる者他 

会場  （未定） 

 

研修会名  広報研修会 

開催期日  （未定） 

対象者  Ｊ１及びＪ２会員クラブの広報担当者他 

会場  （未定） 

 

-２    サッカーに関する情報収集のための研修及び研修の企画検討 

サッカー及びそれに伴う事業に関する情報収集のため、各委員会等で必要に応じ、国

内外において研修及び研修の企画検討を行う。また、サッカー界における人材育成に

役立つナレッジの蓄積、整理を行う。 

 

② ドーピングテストの実施 

-１    ドーピングテストの実施 

選手が薬物の使用等により不正に競技能力を高めることを防止するため、Ｊリーグの

公式試合においてドーピングテストを実施する。 

 

③ サッカーの施設及び運営に関する研究 
-１    セキュリティー研究会の開催 

試合運営に必要な危機管理、安全管理に関する情報の共有及び調査研究を目的とし、

研究会を開催する。 
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   -２ スタジアムプロジェクトの実施 

        クラブや地方公共団体等が今後サッカー・スタジアムを設置または改修しようとす

る際、調査、企画等に協力し、快適な施設整備を推進する。 

 

④ クラブ経営状態の調査及び指導 
主として経営諮問委員会によりクラブ経営に関する調査及び分析を行い、健全なクラ

ブ経営を確立するための指導をする。 

 

⑤  準加盟クラブ資格審査及び指導 
        将来Ｊリーグ会員になることを具体的な目標とするクラブが一定の基準を満たした

場合、これを準加盟クラブと認定し、同クラブが健全に発展できるよう指導する。 

 

⑥ 試合の観客増員を狙いとした施策の実施及びクラブ支援 

スタジアムで試合を楽しむ観客が増えるための施策の研究、実施及びクラブ施策の支

援を行い、試合の価値をより高め、活性化をはかるとともに、クラブの経営安定、発

展に結びつける。（イレブンミリオンプロジェクトとして各種施策を実施する。）Ｊ

リーグの試合会場で専用の非接触ＩＣカードや二次元コード入りのチケットを専用端

末にかざして、スタジアムに入れる「ワンタッチパス」サービスを開発、普及させ、

観客サービスの向上につながる環境整備を行う。 

 

⑦ マーケティングの分野における調査研究及び研修の実施 

-１    マーケティング調査研究の実施 

ＪリーグならびにＪクラブのマーケティング活動を支援及び促進するための調査研究

を行う。 

 

-２    マーケティング研修会等の実施 

効果的なマーケティング活動を展開するため、リーグならびにクラブのスタッフを対

象とした研修会等を実施する。 

 

⑧ リーグ構造及びクラブライセンス制度導入に関する調査、研究 

-１    リーグ構造に関する調査、研究 

Ｊリーグの将来的なリーグ構造を検討するため、他国の状況を含めて調査、研究を行

う。 

 

-２    クラブライセンス制度導入に関する調査、研究 

クラブライセンス制度の制度設計のため、他国の状況を含めて調査、研究を行う。 

 

７) プロサッカー選手、監督及び関係者の福利厚生事業の実施 

①   プロサッカー選手、監督及び関係者の福利厚生事業の実施 

-１    プロサッカー選手を対象とした災害補償制度の実施 

プロサッカー選手を対象に、福利厚生事業の一環として死亡及び後遺障害に対し、Ｊ

リーグ災害補償制度に基づく補償を行う。 

 

-２    プロサッカー選手のセカンドキャリアへの支援 

プロサッカー選手及び引退者を対象として、引退後に新たな職業に就くための支援活

動を行う。 
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８) サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 

①  サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 
-１    国際大会への参加 

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）あるいはアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）等主催の国際

大会に、クラブ単位もしくはＪリーグの選抜チームで参加する。 

 

-２   国際親善試合の実施 

Ｊリーグが主催となり、サッカー技術の向上のみならず、サッカーを通じて国際的な

交流、及び親善を図るため、国際親善試合を開催する。 

 

-３   国際交流試合の実施 

アカデミープレーヤーを対象に、サッカー技術の向上のみならず、サッカーを通じて

国際的な交流及び親善を図るため、海外での試合並びに海外チームを招聘しての試合

を実施する。 

 

９) サッカーをはじめとするスポーツの振興及び援助 
①  Ｊリーグ設立趣旨の具現化の推進 
-１    各クラブの活動状況の実状及び計画に関する調査とそのフォロー 

Ｊリーグの設立趣旨の具現化に向けた各クラブの活動状況の実状及び計画を調査し、

それに基づいて、各クラブが関連自治体及び地域サッカー協会等と一体となって『地

域に根ざしたスポーツクラブづくり』を行うよう指導するとともに、各クラブに対し

その活動のための支援を行う。併せて、Ｊリーグ設立趣旨の全国への浸透を図る。 

 

-２    地域スポーツ振興への支援  

各クラブが主体となり、活動区域においてその地域のスポーツ振興のためにサッカー

以外のスポーツを開催する場合、１行事につき２００万円を上限として支援する。 

 

-３    地域ボランティア活動への支援 

各クラブが主体となり、（財）さわやか福祉財団の協力で活動区域の老人ホームを訪問

するボランティア活動「サッカーさわやか広場」等の支援を行う。 

 

-４    女子サッカー普及への支援 

アカデミー活動をベースとした女子サッカー普及のための条件の整備を行う。 

 

１０) 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及 

①  機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及 
-１    プロサッカーの試合開催の告知 

プロサッカーの試合の日時、対戦カード、開催会場等の告知、また、関連イベントや

チーム、選手情報告知をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Ｊリーグ公式および公認サイ

ト等の媒体を通じて行う。 

 

-２    Ｊリーグの理念の告知 

Ｊリーグの理念をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Ｊリーグ公式および公認サイト、ス

タジアムの大型映像等の媒体を通じて告知、一般大衆に浸透させる。 

 

-３    Ｊリーグに関する広報誌、ＤＶＤ（ビデオ）の発行 

Ｊリーグ及び各クラブの動向をサッカー関係者、メディア等に伝えることを目的とし

た広報誌、ＤＶＤ（ビデオ）を発行、上記関係者に無償で配布する。 
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-４    Ｊリーグに関する海外向けの広報誌の発行及びＪリーグ公式および公認サイトに

よる情 

報提供 

Ｊリーグの活動、Ｊリーグにおける外国籍選手の活躍等の情報を海外のメディア、サ

ッカー関係者に伝えることを目的とした外国語版広報誌を発行する。また、Ｊリーグ

を国内外に紹介することを目的としたＤＶＤ（ビデオ）を作成する。さらに、Ｊリー

グの国際的な認知度を高めることを目的として、Ｊリーグ公式および公認サイトにＪ

リーグの情報を提供する。 
 

-５    Ｊリーグに関する出版物の発行 

・Ｊリーグに関するインフォメーション活動の一環として、大会趣旨、日程及び競技

場紹介等プロサッカーに関する情報を掲載した「Ｊリーグオフィシャルファンズガ

イド２０１０」、及び、前年度の公式試合の記録集である「Ｊリーグイヤーブック２

０１０」の発行を行う。 

・ビデオ「Ｊリーグ公式ビデオ」（（株）Ｊリーグメディアプロモーション発行）、「Ｊ

リーグカレンダー」（Ｊリーグフォト（株）発行）等の監修、Ｊリーグ主催試合の公

式プログラム等の発行を行う。 

 

-６    Ｊリーグに関する情報サービス 

・Ｊリーグに関するインフォメーション活動の一環として、日程、チケット販売クラ

ブ情報及びその他プロサッカーに関する情報サービスをＪリーグ公式サイト及びＪ

リーグ公認ファンサイト「Ｊ’ｓ ＧＯＡＬ」（委託先：（株）Ｊリーグメディアプロ

モーション）を通じて行う。 

・「Ｊリーグオフィシャルファンズガイド２０１０」及び「Ｊリーグイヤーブック２０

１０」を主要メディアに無償で配布する。 

 

-７    Ｊリーグに関する活動についての説明会の実施 

Ｊリーグの理念及び活動、またサッカーという競技をメディア関係者により深く理解

してもらうために、各主要地域において、説明会及び懇談会を実施する。また、ルー

ル説明会を実施する。 

 

１１）その他目的を達成するために必要な事業 

① プロサッカーに関するスポンサー及びサプライヤー契約 
-１    スポンサー及びサプライヤー契約 

Ｊリーグの定款目的に賛同する企業等を対象に、Ｊリーグのスポンサー及びサプライ

ヤーとしての交渉及び契約を行う。 
 

② 共同事業に関するスポンサー及びサプライヤー契約 
-１    共同事業に関するスポンサー及びサプライヤー契約 

Ｊリーグと共同事業を行う企業とともにＪリーグの定款目的に賛同する企業を対象に、

Ｊリーグのスポンサー及びサプライヤーとしての交渉及び契約を行う。 
 

③ プロサッカーに関する商標等の登録、管理及びそれらを使用した商品の製作販売 
-１    商標の登録、管理 

Ｊリーグに関するマーク、デザイン等を保護するため、商標登録を行い、管理する。 

 

-２    Ｊリーグのマーク、デザイン等を使用した商品の製作販売 

Ｊリーグのマーク、デザイン等を使用した商品の製作、販売を（株）Ｊリーグエンタ

ープライズ等を通じて行う。 
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-３    データ事業 

公式試合を分析、個々のプレー等をデータベース化し、各種データを編集、販売する。

（ライセンス契約先：（株）Ｊリーグメディアプロモーション） 

 

④ コンプライアンス態勢の構築 
-１  Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス憲章、規程、マニュアルの策定 

Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス憲章、規程、マニュアルを策定する。 

 

-２  Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス態勢の確立 

Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス態勢を確立する。 

 

-３  Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス研修、教育の実施 

Ｊリーグ関係者を対象としたコンプライアンス研修、教育を実施する。 

 

⑤ その他目的を達成するために必要な事業 
-１    Ｊヴィレッジ及びＪリーグ関連３社への運営参画 

福島県にあるサッカートレーニング施設・Ｊヴィレッジ（（株）日本フットボールヴィ

レッジ）の運営に（財）日本サッカー協会と共同で参画することにより、日本サッカ

ーの強化、普及に寄与する。また、Ｊリーグ関連３社への運営に参画することにより、

Ｊリーグ経営基盤の拡大、サッカーの普及及びスポーツ振興に寄与する。 

 

-２    スポーツ振興投票対象試合開催機構の業務 

スポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づき、スポーツ振興投票対象試合開催機

構としての指定を受け、同法に定められた範囲内での業務を行い、日本のスポーツ振

興に寄与する。 

 


