IPIN について
IPIN は「International Player Identification Number」の略です。 ITF ワールドテニスツアー（プ
ロまたはジュニア）、シニアサーキット、車いすサーキットに参加するすべてのプレーヤーは、
IPIN メンバーシップが必要です。
2019 年 9 月 30 日より前に支払われたメンバーシップは、登録/更新日から同年 12 月 31 日
までのみ有効です。 メンバーシップは返金不可です。
2019 年 9 月 30 日以降に支払われるメンバーシップは、52 週間有効です（たとえば、5 月 30
日から翌年 5 月 29 日までの 1 年間）。
また、IPIN メンバーシップになるには 65 ドルの年会費が必要であり、実際にプレーしたかどう
かには関係ありません。

オンラインサービス
IPIN オンラインサービスを使用すると、プレーヤーはエントリー/ウイズドロー機能を使用して
トーナメントスケジュールを管理したり、コード違反の罰金を表示および支払ったりすることが
できます。また、重要な更新や、メンバーシップのある ITF サーキットに関連するさまざまな
情報にアクセスできます。
オンラインサービスを使用してエントリーおよびウイズドローを行う場合、ルールブックの該当
ページを参照し、エントリー、フリーズドデッドライン、およびウイズドローの期限に注意するこ
とが重要です。
オンラインユーザーのアクセス量によって、エントリー/ウイズドローが時間内に処理されない
可能性があるために、締め切り前の十分な時間の余裕を見てオンラインエントリー/ウイズド
ローをするようお勧めします。
期限が過ぎると、それ以上のエントリーをすることができなくなり、ウイズドローは遅延として
分類され、罰金が科せられる可能性があります。
IPIN アカウントに登録されたメールアドレスに届く ITF からの通信を定期的にチェック確認し、
メールアドレスを変更した場合、できるだけ早く IPIN オンラインサービスアカウント内で更新
することが非常に重要です。
自動化された E メールで送信されますので、個人のセキュリティ設定によって自動メールが
ブロックされる可能性があるため、通常のメール受信ボックスに加えて、迷惑メール/スパム
/削除されたメールフォルダーを定期的に確認してください。

メンバーシップの利点は次のとおりです。
ウェブから簡単にトーナメントへのエントリーとウイズドローできます
現在のエントリー状況とトーナメントスケジュールをいつでも確認できます
完全な最新のカレンダー情報
罰金のオンライン支払い
24 時間年中無休で利用可能なサービス
このサービスは、英語、フランス語、スペイン語で利用できます。

＜新 IPIN システム － 待つ必要なし＞
IPIN は改良され新しくなって開始されています。
新しいサービスに最初にアクセスするときは、以下の手順に従ってください。
新しい IPIN で既存のアカウントにアクセスするには、ITF に登録されているメールアドレスに
アクセスできる環境が必要です。ITF に登録されたメールアドレスがわからない場合、または
アクセスできない場合は、ITF にお問い合わせください。
ITF ワールドテニスツアー（プロフェッショナル）：
mens@itftennis.com / womens@itftennis.com
ITF ワールドテニスツアージュニア：juniors@itftennis.com
ITF シニア：seniors@itftennis.com

ITF 車いす：wheelchair@itftennis.com

＜新しい IPIN システムで既存のアカウントにアクセスする方法＞
ステップ 1：
以下の IPIN 登録ページで link をクリックしてログイン
https://www.itftennis.com/procircuit/ipin/registration.aspx
初めてログインするプレーヤーは、「パスワードのリセット」をクリックします。

ステップ 2：
確認コードを受け取るために、メールアドレスを再入力するように求められます。
注：IPIN アカウントに登録されているメールアドレスで、このメールアドレスへアクセスでき
る環境が必要です

ステップ 3：
メールアドレスで 6 桁の確認コードを受け取ります。そのメールは次のとおりです。
From： Microsoft on behalf of International Tennis Federation
件名： International Tennis Federation account email verification code

ステップ 4：
確認コードをメールから IPIN にコピーします。 [コードの確認]をクリックします。

ステップ 5：
メールアドレスが確認されます。[続行]をクリックすると、パスワードを選択するよう求めら
れます。ステップ 6 を参照してください。

ステップ 6：
IPIN アカウントにログインするときに使用するパスワードを入力します。

ステップ 7：
おめでとうございます！ これで新しい IPIN システムに完全にオンボードされ、ページの左
側のタブを使って以下のナビゲートができます。
プレーヤーダッシュボードにはプレーヤーが申し込んだ ITF トーナメントが表示され、
トーナメントカレンダーには、今後の ITF トーナメントが表示されます。

＜新しく IPIN アカウントを作成する方法＞
ステップ 1：
IPIN アカウントを作成するには、https://ipin.itftennis.com にアクセスしてください。
IPIN ログインホームページで[今すぐサインアップ]をクリックします。

ステップ 2：
ITF テニス ID を作成するために必要な手順を示す[新しいアカウントでサインアップ]ページ
に移動します。 [開始]をクリックします。

ステップ 3：
メールアドレスを入力してください。そのメールアドレスにアクセスできる環境が必要です。
[確認コードを送信]をクリックして続行します。

ステップ 4：
メールアドレスに 6 桁の確認コードが届きます。メールは次のとおりです。
From： Microsoft on behalf of International Tennis Federation
件名： International Tennis Federation account email verification code

ステップ 5：
メールのコードを確認しコードボックスにコピーし、[コードの確認]をクリックします。

ステップ 6：
IPIN アカウントにログインするときに使用するパスワードを入力します。

ステップ 7：
言語を選択してください：英語、フランス語、スペイン語。

ITF テニス ID が作成されました。続行するには、「プレーヤープロフィールの作成」をクリック
し、表示されているステップ 3〜8 を完了し、IPIN アカウント作成を完了させる必要があります。

ステップ 8：
プレーヤーの詳細を入力して、プレーヤープロファイル作成を開始します。

ステップ 9：
ITF が将来あなたの身元を確認するために使用されるパスワードを作成します。
思い出すのに役立つように、パスワードのヒントを作成します。

ステップ 10：
サーキットを選択します。各サーキットは個別に選択する必要があります。

ステップ 11：
同意する前に、プレーヤーの福祉に関する声明を読んで理解してください。18 歳未満のプ
レーヤーは、このセクションを完了するために親または保護者が必要です。

ステップ 12：
同意する前に、利用規約を読んで理解してください。

ステップ 13：
選択したサーキットを確認し、[今すぐ支払う]ボタンから支払いに進んでください。
WorldPay Web サイトに移動します。
支払いが完了すると、IPIN サイトに戻り、IPIN の作成の確認が表示されます。
その後、新しい IPIN アカウントにアクセスできるリンクが記載されたメールが送信されます。

＜他のサーキットにアクセスする資格がある場合にアカウントを更新する方法＞
ステップ 1：
ステップ 2：
ステップ 3：
ステップ 4：

IPIN にログインします。
[マイプロフィール]セクションに移動します。
プロフィールの上部にある[サーキット]タブを選択します。
プレーヤーの福祉に関する声明に同意する必要があります。18 歳未満のプレ
ーヤーが手続きを完了するには親または保護者が必要です。

ステップ 5： 同意する前に、利用規約を読んで理解してください。
ステップ 6： 追加の支払いが必要な場合は、WorldPay Web サイトにリダイレクトされます。
支払いが完了すると、IPIN の[サーキット]セクションに現在のサーキット加入
が更新されます。

＜一般的な Q & A＞
1. IPIN メンバーシップを取得するための最低年齢はありますか？
ジュニアトーナメント： 12 才 11 か月の年齢に達しなければなりません
プロのトーナメント：

13 才 11 か月の年齢に達しなければなりません

シニアトーナメント：

暦年中に 35 歳にならなければなりません

車いすトーナメント： サインアップするために 11 か月で 12 歳に達しなければなりません。こ
れより若い選手は、ITF 車椅子テニスデパートメントに連絡してください。

2. IPIN メンバーシップの有効期限はいつですか？
・2018 年 11 月から 2019 年 9 月 29 日までに IPIN メンバーシップを取得した場合、メンバー
シップは 2019 年 12 月 31 日に失効します。
・2019 年 9 月 30 日以降に IPIN メンバーシップに登録した場合、そのメンバーシップは登録
日から 52 週間有効です。
・現在 IPIN メンバーシップを持っていて、IPIN の更新を希望しているプレーヤーは、更新日の
月まで待つ必要があります。

3. IPIN の支払いは必要ですか？
IPIN の登録料(毎年)は次のとおりです。
ITF ワールドテニスツアー（プロ） $65 USD
ITF ワールドテニスツアージュニア $ 40 USD
ユニクロ車いすテニスツアー
ITF シニア

$10 USD

$ 25 USD（1 月―10 月 31 日）**

** 11 月 1 日以降、シニアプレーヤーは毎年 IPIN メンバーシップを必要としません。代わり
に、プレーヤーはトーナメントごとに少額の ITF 登録料を支払います。これはトーナメント参加
料と一緒に支払われます。

4.いつ IPIN を受け取りますか？
IPIN メンバーシップ番号は、支払いを済ませて登録が完了すると、登録プロセス中に指定し
たメールアドレスに自動メールで送信されます。

5.ジュニア、シニア、またはプロ IPIN メンバーシップを既存のメンバーシップに追加す
るには、どうすればメンバーシップを更新できますか？
プレーヤーは IPIN にログインし、[マイプロフィール]セクションを選択してから[サーキット]を
選択し、[サーキットの追加]ボタンをクリックする必要があります。既存のジュニアまたはシニ
アメンバーシップがあり、プロメンバーシップを追加する場合は、差額のフィーを支払う必要
があります。プロメンバーシップであり、シニアまたはジュニアメンバーシップの年齢資格があ
る場合は、追加料金なしで追加できます。

6. IPIN に登録したメールアドレスを変更できますか？
はい。プレーヤーは IPIN にログインし、[マイプロフィール]セクションを選択してから[個人情
報]を選択して、メールアドレスボタンの[編集]をクリックする必要があります。次に、[変更を
保存]をクリックします。

7. IPIN やパスワードを忘れた場合、またはサーキットについて他に質問がある場合
は、誰に連絡すればよいですか。
ITF ワールドテニスツアー（プロフェッショナル）
mens@itftennis.com / womens@itftennis.com
ITF ワールドテニスツアージュニア juniors@itftennis.com
ITF シニア seniors@itftennis.com

ITF 車いす wheelchair@itftennis.com

8.トーナメントにエントリーまたはウイズドローするにはどうすればよいですか？
プロ、ジュニア、シニアの選手は、「トーナメントカレンダー」をクリックしてから、プレーヤー
が参加したい大会週までスクロールして「Enter」をクリックするか、プレーヤーがウイズドロー
したい週を見つけて「ウイズドロー」をクリックしてから「確認」をクリックします。

車いすプレーヤーは、「トーナメントカレンダー」に移動し、プレーヤーが参加したい大会週
までスクロールし、「ファクトシート」をクリックしてから、プレーヤーリソースの下にあるエントリ
ーフォームを使用してトーナメントディレクターに直接申込ます。

