
 

 

2019 年 5 月 31 日 

地域・都道府県サッカー協会 御中 

J リーグ・各種サッカー連盟 御中 

公益財団法人 日本サッカー協会 

事務総長 湯川和之 

 

FIFA フェアプレーの運用取りやめについて【改訂】 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、本協会の各種大会・試合等の活動に対しま

して格別のご高配ご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、これまで本協会では、FIFA フェアプレーの精神を理解し、あらゆる面でフェアな行動を心が

けることの象徴として、FIFA フェアプレー旗の掲揚等を行ってまいりました。しかしながら、この度、

FIFA より "FIFA Fair Play" 及び "My Game is Fair Play" の使用を取りやめる旨の通達がありました。

これを受けて本協会としては、競技会等での "FIFA Fair Play" の運用を取りやめることとなりました。 

つきましては、以下の関連事項についてご案内申し上げます。 

急な連絡となり誠に恐れ入りますが、関係者に周知徹底を図り、ご対応くださいますようお願い申し

上げます。 

敬具 

 

１． FIFA フェアプレー旗の競技会における運用について（競技運営部） 

対象 ： 2019 年 6 月１日以降の競技会 

運用 ： FIFA フェアプレー旗の以下運用の取りやめ 

① 場内への掲揚 

② プレマッチセレモニーにおける先導 

その他 ： これまでの FIFA フェアプレー旗に代わる旗の掲揚およびセレモニーでの運用、各種

競技会や地域・都道府県協会主催競技会における運用方針については、現在調整して

おりますので、決定次第お知らせいたします。 

 

２． FIFA フェアプレーワッペンの審判服への表示について（審判部） 

対象 ： 2019 年 6 月１日以降の競技会にて順次対応（2020 年 3 月末日を目処とする） 

運用 ： FIFA フェアプレーワッペンの表示取りやめ 

  ただし、表示取りやめの適切なタイミングは、各地域 FA・都道府県 FA および 

  競技会等のご事情に合わせて、ご判断いただき問題ございません。 

その他： FIFA フェアプレーワッペンに代わるワッペンの制作予定はございません。 

「リスペクトワッペン」の運用変更はございません。引き続き表示をお願い申し上げます。 

 

 



 

 

３． リスペクト旗の新規作成について（経営企画部） 

上記運用方針として、新規にリスペクト旗作成を予定しており、９月以降に新しいリスペクト旗

を都道府県協会等に配布する予定です。 

つきましては、貴協会・連盟にてご要望される新リスペクト旗のサイズ、枚数について、以下の

アンケートフォームにて６月 14 日（金）までにご回答いただきますようお願いいたします。 

 

※新リスペクトロゴ及び旗のデザインは現在選定中です。 

※今回のアンケートは全国での新リスペクト旗の必要サイズ、枚数の目安を図るためのもので

す。ご要望のサイズ、枚数どおりに配布できない可能性もございますので、予めご了承ください。 

 

リスペクト旗希望枚数アンケートフォームリンク 

https://forms.gle/Gj7nSCMs9PHbiECBA 

 

以上 

 

添付：2019 年 4 月 25 日付 FIFA サーキュラー no. 1667 「New FIFA/Living Football flags」 

 

 

本件に関する連絡先 

１．に関すること 競技運営部 

TEL 03-3830-1809 

２．に関すること 審判部 

TEL 03-3830-1811 

３．に関すること 経営企画部 法務・登録グループ 

TEL 03-3830-1805 

 

https://forms.gle/Gj7nSCMs9PHbiECBA


FIFA 
TO THE MEMBER ASSOCIATIONS OF FIFA 

Circular no. 1667 

Zurich, 25 April, 2019 

New FIFA/Living Football flags 

Dear Sir or Madam, 

At the 68th FIFA Congress, held in Moscow, Russia, the President introduced the new FIFA claim, “Living 

Football". Living Football is more than a rallying cry or brand claim; it is what we do, who we are and 

why we are here. It expresses our commitment to the beautiful game and forever reminds us of the 

defining role it plays in our communities and in our lives. Living Football underpins our vision for football; 

for the here and now, for the future, and for the people who make it so special — be they players, 

coaches, fans, partners or administrators. Because football does not belong to FIFA, nor does it belong 

to its staff or any other body representing the interests of players, clubs or countries. It belongs to the 

people, to all of us who live football, every day. 

To ensure that the FIFA brand and its marks for the new Living Football claim are displayed consistently 

around the world, each member association is receiving new flags. Old FIFA flags should be removed 

and replaced with new ones as soon as possible. The claim " 
For the Game. For the World.” is no longer 

used by FIFA and therefore should not be displayed. Similarly, ”Fair Play” has also been discontinued 

and should no longer be displayed. 

Each member association is therefore being provided with the following: 

1 FIFA flag, landscape size S (1.5 x 1.0m) 

1 FIFA flag, landscape size M (2.25 x 1.5m) 

2 FIFA flags, landscape size L (3.0 x 2.0m) 

1 Living Football flag, landscape size M (2.25 x 1.5m) 

. 1 Living Football flag, landscape size L (3.0 x 2.0m) 

If you require additional flags or have any questions about replacing the existing flags, please get in 

touch with your member association’s contact person at FIFA. 

Fédération Internationale de Football Association 
FlFA-Strasse 20 P O Box 8044 Zurich Swrtzerland T‘ +41 (0)43 222 7777 www FlFA com



FIFA 
We would also like to take this opportunity to underline that in addition to the flags, only FIFA or FIFA 

Living Football marks are to be used for any printed/digital material from now on. Please note, in this 

context, that the claim "For the Game. For the World.” and ”My Game is Fair Play" are no longer in 

use. They should therefore be removed everywhere and replaced with the FIFA or FIFA Living Football 

marks. 

Yours faithfully, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Fatma Samo ra 

Secretary General 

cc: - FIFA Council 
— Confederations
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