
               ＊文中の青字は説明文、黒字は日本語訳です。 
 

IPIN 登録に関する説明 
 

     登録 
     初めて登録をする選手はこのページの下にあるバーをクリックして登録を開始してください。 

・IPIN 登録は、画面右上に表示される１～９の順に従って、迅速かつ簡単にできます。 
・ITF オフィスのオープンしている時間は月曜から金曜まで 09:15-17:15（ロンドン－9 時間）です。

この時間以外の登録手続きはオープン時間になってから処理されます。 
・登録手続き中に、ITF から自動電子メールが送信されますので、電子メールがブロックされないよ

うに、itftennis.com のセキュリティ設定をしてください。定期的に「迷惑メール」フォルダをチェ

ックして、ブロックされた可能性のある自動メールを確認する必要があります。 
・会員費の支払いが処理されると、IPIN 会員の登録が完了します。 
・その後、IPIN が作成され、自動メールで送られます。IPIN を受け取ったプレーヤーは IPIN アカ

ウントにログインし、オンラインサービスを利用してください。 
 
年会員費 
・Pro Circuit IPIN の年会費は US $ 65 です。 
・プロサーキットで IPIN メンバーシップを登録または更新するプレーヤーは、年齢制限要件を満た

していればジュニアおよびシニアサーキットへもアクセスできます。 
・年会費はオンラインサービスの会員資格と提供されているすべての機能へアクセスするためのもの

であり、実際にプレイすることに関係なく全額支払わなければなりません。 
 
メンバーシップの更新 
既に IPIN メンバーシップ登録を完了している場合は、IPIN アカウントにログインしてください。 
毎年 11 月から、翌年のメンバーシップを更新することができます。一度登録された IPIN は変更され

ることはなく永久に使用できますので、新たに IPIN 登録しようとすると拒否されます。 
 
メンバーシップの有効期限 
ITF Pro Circuit オンラインサービスのメンバーシップは、登録または更新日から同年 12 月 31 日まで

有効です。ただし、11 月または 12 月の月間に会員登録または更新を行うと、当年度の残りの部分と

翌年末までの会員資格が有効となります。 
 
アップグレード 
ジュニアまたはシニア ITF サーキットのみのメンバーシップを以前に取得し、または現在保有してい

るプレーヤーが ITF Pro Circuit へアクセスする場合は、IPIN アカウントにログインして Pro Circuit
を含むようにメンバーシップをアップグレードすることができます。 
MY PROFILE>REGISTRATION DETAILS 
会員の詳細を更新するのに時間がかかる場合があります。アップグレードが完了したらアカウントか

ら約 30 分間ログアウトしてください。 
 
IPIN および/またはパスワードを忘れた場合 
・ログインページで「IPIN /パスワードを忘れましたか？」をクリックして、IPIN および/またはオン

ラインサービスのパスワードをオンラインで直ちに再発行することができます。最初の登録時に設

定した「秘密の質問」に「回答」を入力します。IPIN および/または新しいパスワードの通知は、

自動的に登録された電子メールに直接送信されます。 
・IPIN および/または新しいパスワードを現在リンクされている別の電子メールアドレスに送信する

必要がある場合、秘密の質問に対する答えを忘れてしまった場合は、詳細のリクエストを電子メー

ルで送信することができます。あなたが忘れてしまった詳細、送信するべき電子メールアドレス、

あなたの ID の証明（例えばパスポートのコピー）など必要書類の情報は自動メールで送信されます

が、リクエストはロンドンの ITF オフィスのオープン時間内でのみ処理されます。 
 

       



       
 
 
 

ITF Pro Circuit の IPIN 登録をします。IPIN→Registration をクリックする。 
 

 
 
 
登録ページへログインするため上記ページ最下段のオレンジバーをクリックする。 
 

 
 
英語表示で登録をする。English をクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPIN 登録ページへログインするため左下をクリックする。  
                     

 
 



 
登録手順は 9 ステップあります。＊右上に今のステップを太字で表示しています。 
 
ステップ１  登録選手の E メールアドレス（世界中どこでも受け取れる）の届け出と確認 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E メールアドレスを入力し提出、Submit をクリックする。                           

                            
ステップ 2  登録選手の詳細調査 
提出したメールアドレスに IPIN から返信が届く。その中の URL をクリックするとステップ 2 へ進む。 
 

 
 

ステップ 3  登録選手の記録を選択 
選手として ITF 大会での試合実績がない場合は Request an IPIN を選ぶ。 

 
ステップ 4  個人情報を確認 
名前（姓をローマ字で）性別、生年月日を記入し、ジュニア、プロ、シニア、車いすのいずれかを選択し 
引き続き、住所、電話番号を記入し Submit をクリックする。 
→IPIN オフィス（ロンドン）が開く時間になると返信が届く。土曜日曜と夜間は返信が来ないので待つ。 
 

 

 
 

 



 
 
→IPIN オフィスから IPIN リクエストの返信メールを受け取る。自分の登録内容 Given Name=名前、 
Family Name＝姓 メールアドレスを確認し、添付 URL からステップ 5 へ進む。 
 
 

 
 
ステップ 5  セキュリティのセットアップ 
パスワードを設定する。パスワードは大切に保管する。記入したら提出 Submit をクリックする。 
 
ステップ 6  入力した連絡先情報を確認し提出 Submit をクリックする。 
 
ステップ 7  サーキットのカテゴリーを選択する。Pro か Pro+Senior（ベテラン）かを選択し、提出

Submit をクリックする。 
 
ステップ 8  登録選手の宣誓書を確認し同意ボックスにチェックを入れる。ルール、競技規則、 
コード、アンチ・ドーピングなどを遵守し、腐敗防止と健全な環境保全に努めることを宣誓する。 
18 歳以下の選手は保護者が宣誓をする。 

 
 

Register for your IPIN Membership 
 
Please read and acknowledge the Player Welfare Statement below before continuing to our secure payment 
page to complete your registration. 

Player Welfare Statement  

1. Agreements of the Player 以下部分的に英文を省略 

Waivers 

Insurance 
 
2. Anti-Doping Consent 
 
3. Anti-Corruption Consent 

4. Eligibility for Wheelchair Tennis Players 



Register for your IPIN Membership 
 
Please read and acknowledge the Player Welfare Statement below before continuing to our secure payment 
page to complete your registration. 

5. Minor Medical Release - Players under 18 years of Age 

Player Agreement 

I have read, understood, consent and agree to the above agreements of the player (section 1), Anti-Doping Consent 
(section 2), and Anti-Corruption Consent (section 3), Eligibility for Wheelchair Tennis Players (section 4) (where 
applicable) and Minor Medical release (section 5) (where applicable). If I am under 18 years old, my parents and/or 
legal guardian have also read and accept this agreement on my behalf. 
 
Tick this checkbox to indicate that you and (if you are under 18 years old) that your parents and/or legal 

guardian have read and accept the IPIN Player Welfare Statement.  

 

 
IPIN 会員登録 

 
登録を完了させるために安全な支払いページに進む前に、下記のプレーヤー福祉（健全な環境を守る）

声明を読み、了承してください。 

 

プレーヤー福祉（健全な環境を守る）声明 

 

1.プレーヤーの同意 

 

私は、国際テニス連盟よって承認された、ITF プロサーキットおよび/または ITF ジュニアサーキットお

よび/または ITF シニアおよび/または ITF 車いすに関するテニス規則および行動規範を認識し、これを

遵守することを宣言します。規則は随時改訂されます。 

ITF テニスアンチドーピングプログラム、テニス腐敗防止プログラム（規則）、ITF プレーヤー福祉政策

などがあります。この同意はテニス大会への出場を永久に辞退することを書面で ITF に通知するまで、

効力を継続します。 

 

権利放棄 

 

ITF トーナメントへの参加にはリスクが伴うことを私は理解しています。気象条件、競技条件、機器、

他の参加者および観客に関連するものが含まれますが、これに限定されるものではありません。法律で

認められている限り、私は、私の相続人または法定代理人が、ITF、トーナメント、または ITF スポンサ

ーに対して、またはそのいずれかの取締役、役員、従業員、公認代理人または独立請負業者、またはそ

のいずれかの役員、役員、従業員、委任された代理人、または決定、裁定または訴訟と関連して発生し

た人身傷害および/または損失または損害に関するそれぞれの管轄区域内のすべての事項を尊重し権利

を放棄します。 

トーナメントが不可抗力または ITF またはトーナメント主催者の知り得るリスクのためキャンセルされ

た場合、ITF またはトーナメント主催者は、航空運賃、宿泊費を含むがそれに限定されない回復不能な

費用については一切の責任を負わないことを私は承諾します。 

 

保険 

 

私は、ITF トーナメントに参加する際には、自分自身で適切な旅行、医療、および個人的な傷害保険に

加入することが自分の責任であると理解し、同意します。 

 

2.アンチ・ドーピングの同意 

 

私はテニス・アンチ・ドーピング・プログラム（「アンチ・ドーピング・プログラム」）を遵守します。

その内容は http://www.itftennis.com/でダウンロードすることができます。アンチ・ドーピング・プ



ログラムは、ITF が認定するイベントへの参加者（プレーヤーの行動規範とテニス・アンチ・ブロッシ

ョン・プログラムを含む ITF ルールとともに）に適用されます。 ITF は、アンチ・ドーピング・プログ

ラムに基づいて、ITF 公認のイベントでアンチ・ドーピング・テストを実施し、アンチ・ドーピング・

プログラムに基づいて罰則、制裁および/またはその他の措置を施行します。私は、アンチ・ドーピング・

プログラムに基づいて申請されたアンチ・ドーピング裁判所とスポーツ仲裁裁判所（CAS）の管轄権と権

限、実施するための ITF の管轄権と権限に従います。 

 

3.反腐敗の同意 

 

私はテニス腐敗対策プログラム（以下「腐敗防止プログラム」）の規定を遵守します。その内容は、

http://www.tennisintegrityunit.com からダウンロードできます。腐敗防止プログラムは、ITF が認定

するイベントへの参加（プレーヤーの行動規範と ITF テニス・アンチ・ドーピング・プログラムを含む

ITF ルールとともに）に適用されます。テニス・インテグリティ・ユニット（TIU）は、腐敗防止プログ

ラムに従って ITF に承認された事象に関する調査を実施し、腐敗防止プログラムの下で罰金、制裁その

他の措置を施行する。私は、腐敗防止プログラムと、腐敗防止プログラムの下で提起され控訴を決定す

るスポーツ仲裁裁判所の管轄権と権限を管理、管理、実施するための ITF の管轄権と権限に従います。 

 

4.車いすテニス選手の資格 

 

車いすテニスプレーヤーである場合、私は車椅子テニスの規則に定義されている医学的に診断された永

久的な身体障害を有することを理解し、ITF が公認した車いすテニストーナメントで競うことに同意し

ます。www.itftennis.com/wheelchair/rules/eligibilityrules.asp 

私は、ITF の要請があれば、障害を実証する適切な医療文書を提供することを理解しています。 

 

5.マイナーメディカルリリース - 18 歳未満のプレーヤー 

      

あなたの両親や法定の保護者が、あなたに関係する医療事故に関連してこの内容を読んでいることを確

認してください。 

トーナメントに参加する際に、プレーヤーの身体的または心理的な幸福に関する緊急事態が発生した場

合、その時点で私が（またはプレーヤーの他の法的保護者）がすぐに駆け付けられない場合、大会ドク

ターおよび/またはスポーツ・メディスン・トレーナー(SMT)が、プレーヤーを保護し、支援するために

医学的措置を取る許可および権限を持っています。そのような医療的緊急事態の結果として病院経費、

医師の請求書またはその他の経費を支払うことに私は同意します。緊急時以外の状況では、大会の任命

されたドクターおよび/または SMT に、標準的なアスリートのトレーニング治療、医療および物理療法を

含む（これに限定されない）現場での標準的な治療をする権限を私は与えます。 

私は、このような標準的な処置を大会に任命されたドクターおよび/またはスポーツ医学トレーナーによ

って大会週の間、オフィシャルホテルで実施することもできると考えています。このマイナーメディカ

ルリリースは、ITF に申し出ない限り 18 歳の誕生日まで効力を継続します。 

この契約は、以下の条件に従うものとします。 

 

     選手の同意 

 

私○○は、上記の 1.プレーヤーの同意、2.アンチ・ドーピングの同意、3.反腐敗の同意、4.車椅子テニス

選手の資格（該当する場合）、5.軽症な医療上の救済-18 歳未満の場合を読み理解して同意します。 私及

び私の両親および法定の保護者は、本契約を読み、同意します。 

 

このチェックボックスをチェックすると、あなたと（18 歳未満の場合には）あなたの両親や法定の保護

者が IPIN プレーヤーの福祉声明を読み、同意したことを示します。 

 

 

ステップ 9  IPIN フィーの支払い（$65 をインターネット振込） 

 

登録の詳細を確認する。→Terms and Conditions を読んで同意ボックスにチェックし、クレジットカード

支払いに進む。現金での支払いをする場合は、Card problem をクリックし Pay cash をクリックする。 

申し込んだ ITF 大会会場で現金払いをする。確認 Confirm をクリックする。 

      



☆登録選手のメールアドレスに IPIN から最終メールが届き登録が完了する。内容を大切に保管する。 
IPIN サイトへアクセスするための手順 

 
IPIN から online service をクリックし、Sign up for IPIN now をクリックする。English を選ぶ。 
 
オンラインサービスの解説 
 
 

Online Service 
 
The IPIN Online Service has been designed to make it easier for you, the players, to have instant access to Pro Circuit and 
player information and allows Pro Circuit players who have registered/renewed their membership of the Online Service for 
the current year to enter and withdraw from ITF Pro Circuit tournaments online. 
Please note that currently the Online Service is not fully compatible with devices such as iPhones and iPads. For best 
results always use a PC. 以下英文を省略します。 

 
     

オンラインサービス 
 

IPIN オンラインサービスは、プレーヤーが Pro Circuit と自身の情報に簡単にアクセスできるように設計さ

れており、オンラインサービスで今年の会員登録を登録/更新すると、ITF プロサーキットトーナメントへオ

ンラインでエントリーおよびウイズドローすることができます。 
現在のところ、オンラインサービスは、iPhone や iPad などのデバイスと完全に互換性がありません。確実

におこなうためには常に PC を使用してください。 
 
オンラインサービスは、IPIN ウェブサイトで行います。 
プレーヤーは IPIN を使ってオンラインサービスにログオンし、大会のエントリーをオンラインで管理し、

重要な最新情報や ITF サーキットに関するその他の情報にアクセスすることができます。 
エントリーおよびウイズドローのオンラインサービスを使用する場合、プロサーキットルールブックの適切

なページを参照し、エントリー及びウイズドローの期限を確認することが重要です。 
オンラインユーザが集中的にアクセスした場合、エントリー/ウイズドローが時間内に処理されない可能性が

あるため、期限前に余裕をもってエントリー/ウイズドローの手続きをすることをお勧めします。期限が過ぎ

ると、それ以上のエントリー/ウイズドローはできません。 
個人情報は、オンラインサービスを介して更新して、プレーヤーの連絡先の詳細の変更を反映することもで

きます。すべてのプレーヤーが、自分のメールアドレスを定期的にチェックし、ITF からの連絡を確認し、E
メールアドレスを変更した場合、IPIN オンラインでできるだけ早く更新してください。 
 
利用できる内容のリストは下記の通りです： 
- 現在、受付中のトーナメントのエントリーおよびウイズドロー 
-現在のあなたのエントリーステータス（本戦、予選、補欠）と大会スケジュール確認 
- 最新のカレンダー情報 
- 罰金のオンライン支払い 
このサービスは、24 時間 365 日利用可能なサービスで英語、フランス語、スペイン語で利用できます。 
オンラインサービスから受け取る電子メールは、自動送信メールで登録されたメールアドレスにのみ送信さ

れます。その結果、個人のセキュリティ設定によってはメールがブロックされる可能性があります。そのた

め、通常のメール受信トレイに加えて、迷惑メール/スパム/削除済み電子メールフォルダも定期的にチェック

してください。 
 

次に以下の情報と質問を読んでチェックをします。情報はその都度更新されます。 
 

 
・ITF 事務局の休日のお知らせなど 
・質問 私は ITF プロサーキットに申し込み、リストに入っています。他の大会へ出場するため罰金なし

でウイズドローすることはできますか？ 
・答え プレーヤーは、ウイズドロー締め切り後、他のトーナメントへ出場するためウイズドローするに

は、 予選のサインイン締め切り前に ITF ウイズドローフォームを提出し、以下の特定の基準のい

ずれか該当しなければなりません。 
 



 
 特定の基準とは： 

1.選手が ITF のチーム大会で自国の代表に指名された 
2.グランドスラム大会の予選またはメインドローへの参加資格を持っている 
3.より高い大会ステータス（予選から本戦）へのワイルドカード*をトーナメントからもらった。 
4.より高い賞金大会へのワイルドカード*に指名された 
（男子のみ - プレーヤーがすでに本戦に受け入れられている場合を除く） 

5.前週のトーナメントで勝ち上がっている場合、次の大会予選からのウイズドローを余儀なくされますが、

SE（特別な免除）を申請する資格がある、または申請したが枠がなかった 
6.別のトーナメントのダブルスへ出場するためにウイズドローすることができる 

 
*ワイルドカードに指名され、その権利を持っているプレーヤーは、直ちに他のトーナメントから予選サイ

ン締め切り前にウイズドローしなければなりません。 
その他の質問については、まずルールブックとよくある質問（FAQ）を参照してください。 
これらは IPIN アカウントと ITF Pro Circuit ウェブサイトからオンラインで入手できます 
 www.itftennis.com/procircuit で回答が見つからない場合は、次の URL にアクセスしてください。 

www.itftennis.com/procircuit/help/contact-us.aspx  
 

 
 
次に以下のようなカレンダー変更等のお知らせを読んで確認ボックスすべてにチェックをする。 
 

Key Calendar Changes 

Important Changes in Tournaments on the ITF Circuit are listed 

below 

Tick the boxes to 

mark messages as 

Read 

09 October 2017: $15,000 BOL (CANCELLED) - BOL 
(CANCELLED) 

Tick to Mark As 
Read 

Tournament has been cancelled (Issued 01 August 2017)  
16 October 2017: $15,000 BOL (CANCELLED) - BOL 
(CANCELLED) 

Tick to Mark As 
Read 

Tournament has been cancelled (Issued 01 August 2017)  

Tick this box to mark all the messages as Read  
 

Continue
 

 

 

 
 
IMPORTANT 
You must complete the TIPP course before you can use the IPIN website. 
Click or tap on the TIPP image shown below and you will be redirected to the TIPP website.以下省略 

 
重要 
IPIN ウェブサイトを使用する前に TIPP（テニス規範保護プログラム）コースを完了してください。 
質問とビデオを見るのに 15 分かかります。 
 
 
次に TIPP プログラムを完了するため質問に答える。 ビデオを見る。 答えをもう一度確認する。  
ダッシュボードの Match Fixing と Social Media と Betting 各 3 問合計 9 問に答えると、正解が示される。 
 
 



 
Match Fixing 八百長試合について 3 つの質問に適切な絵文字を選択して答えてください。 
 
質問 : あなたは、報酬を払うのでわざと試合の第 1 セットを負けるよう頼まれました。仮にその通り

すると、違反行為となるでしょうか？ 
 
質問 : 親しい友人から、現在のトーナメントで負傷した選手についての情報を知らせてくれれば、私

のホテルやフライトをアップグレードすると言われました。現金の授受はしていないので私は情報を

提供しても構わないか？ 
 
質問：誰かから八百長試合をするように直接アプローチがあったが、あなたはこれが違反行為だと知

っているので、興味がないと伝えた。あなたはこの状況を TIU に報告する義務がありますか？ 
 
答え : 「潔白な八百長」はありません。利益を得るために試合のスコアや結果を操作するような約束

は不正行為です。不正行為に気づいていてそれを報告していない選手は、あたかも違反行為を行った

かのように罰せられることがあります。 
 
 
 
Betting 賭けについて 3 つの質問に適切な絵文字を選択して答えてください。 
 
質問 : ギャンブラーに、プレーヤーの体力などの内部情報＝公開されてない情報を渡すと、罰金また

は出場の一時停止の処罰を受けますか。 
 
質問 : テニスに対して賭けをしなければ、プレーヤーは賭けの口座を持つことができますか。 
 
質問 : あなたがトーナメント期間中、自分の試合をしていなければ、テニス試合にオンラインで賭け

をしても大丈夫だと思いますか？ 
 

答え : 選手、またはその家族または近親者は、いかなるプロのテニスの試合にも賭けをすることはで

きません。例外はありません。 
 

 
 

Social Media ソーシャルメディアについて 3 つの質問に絵文字を選択してください。 
 
質問 : あなたは最近、IPIN に登録した。その時点から Tennis Anti Corruption Program（テニス腐敗防

止プログラム）の規則を守らなければなりませんか？ 
 
質問 : 八百長試合をするように頼むメッセージを直接受け取りました。それを無視した場合は、TIU
に連絡をしなくても構いませんか？ 
 
質問 : あなたは聞いたことがないスポンサーから招待状を受け取りました。TIU に問い合わせて相談

をしてもよいでしょうか？ 
 
 
 
答え : ソーシャルメディアであなたが受け取ったすべての不正なアプローチは、TIU に報告する必要

があります。報告をしなかった場合は、腐敗防止規則に違反したことになります。汚職者は、ソーシ

ャルメディアを利用して選手と関係を持とうとします。相手を知ろうとして確認をしないでください。

決して招待状やオファーに同意しないでください。あなたのソーシャルメディアアカウントを通して

脅しや嫌がらせを受けている場合は、TIU へ連絡し相談をすることが最善の方法です。 
 
(*スクリーンショットを保存し TIU へ送る。confidential@tennisintegrityunit.com) 
 
 
 



Player Welfare Programme 

The ITF is pleased to release these instalments in the ITF Player Welfare Programme animation series. 
The series aims to increase player awareness, promote player safety and prevent abuse. All players are 
encouraged to watch these initial episodes and each subsequent episode in the series. These instalments 
are provided for your information only and should not be treated as legal, medical, psychiatric, 
psychological, health care or health management advice. A Helpline is available to players, the details of 
which are provided at the end of each episode.  
 
In cases of emergency, contact your local authorities or medical practitioner. 
 
The ITF requires that you not use, copy, disseminate or disclose to anyone any instalment in this 
Player Welfare Programme animation series. 
 
For more information regarding the ITF Player Welfare Programme, including the ITF Player Welfare 
Policy, please refer to the ITF website 

 
プレーヤーの福祉（健全な環境を守る）プログラム 
 
ITF は、ITF Player Welfare Program のアニメーションシリーズをリリースすることをうれしく思います。 この

シリーズは、プレーヤーの意識を高め、プレーヤーの安全を促進し、虐待を防止することを目的としています。 
すべての選手は、これらの最初のエピソードとその後の各エピソードをシリーズで視聴することをおすすめし

ます。 各エピソードは、あなたへ情報を提供されておりますが、法的、医療的、精神的、心理的、健康管理

または健康管理アドバイスではありません。 各エピソードの終わりに選手の相談窓口ヘルプラインの詳細

について示されています。 
 
緊急時には、あなたの地域当局または医師に連絡してください。 
 
ITF はあなたがプレーヤー福祉プログラムのアニメーションシリーズを、誰にもコピー、配布または開示しな

いよう要求します。 
 
ITF プレーヤーの福祉政策を含む ITF プレーヤー福祉プログラムの詳細については、ITF のウェブサイトを

参照してください 
 
 
全て終了すると ITF からメールが届き、IPIN でエントリーができるようになる。 


