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WDSF eCard 新規申請・更新・切替のご案内（V1.0） 
 

平成 29 年 11 月運用開始 
 公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 

国際渉外部 村田寿美子 
 
WDSF eCard という新しい会員登録システムについて、ワールドダンススポーツ連盟

（WDSF）より下記のご案内が届きましたのでお知らせします。 
 
ご案内には申請にあたっての事前準備と、(A)新規申請方法、(B)継続更新の方法、(C)切
替の 3 種類がございます。WDSF eCard の特徴とメリット・デメリットについては説明

を読んで理解を深めて下さい。eCard 利用の前提条件として、スマートフォンやタブレ

ットのアプリが必要です。 
 
●WDSF eCard にようこそ 
 
なぜ WDSF eCard なのか？ 
WDSF では毎年会員が増え続けており、WDSF 大会に参加するダンサーの数も着実に増

えています。 それが 2012 年に Athlete's ID-Card を導入した主な理由でしたが、WDSF は

プラスチック版を発行し、各加盟国の会員団体を通じて配布してまいりました。 
すべてのプロセスにおいて、カードから得た恩恵は特に会員 ID 番号とバーコードから- 
競技会での登録に始まり公式結果の公表に至る全てです。 5 年後の今、WDSF は、モバ

イルデバイス用のアプリである WDSFeCard を導入してシステムを最適化します。 WDSF
は完全にデジタル化されるのです！ 
 
eCard には、以下の利点があります。 
あなたはもう競技会で「アンチドーピングフォームの同意書」に署名する必要はありま

せん。登録とチェックインの手続きははるかに迅速です。 
競技会での身分証明のために、パスポートまたはナショナル ID カードを持っている必

要はありません。あなたの名前は常に結果に正しく表示されます。 
あなたの世界のランキングポイントは、常に正確に必要に応じて割り当てられます。 
あなたは WDSF 選手であることを提示できます！ 
 
eCard では： 
あなたとあなたのパートナーの WDSF eCard を同じアプリ内で管理できます 
さらに生徒の WDSF eCard も管理できます。 
WDSF ライセンスの変更については、アプリを通じて通知されます。 
多くの他の便利な機能が、時間の経過とともにアプリに追加されます。 
 
 
 
 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 

 
 

mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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eCard を新規申請する事前準備 
WDSF eCard のオンライン申込書に記入すると、いくつかのサポート文書をアップロードす

るよう求められます。 その準備が整っていることを確認してください。 デジタルで手元に

準備しておきましょう！    
 

画像データ化する申請書類 （JPG 又は写真） 
(1)宣言書 
(2)身分証明 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｺﾋﾟｰ、 (未成年のアスリートは) 保護者ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｺﾋﾟｰも 
(3)証明写真 プロフィールの顔写真 
(4)クレジットカード情報 eCard 料金の支払い 

 
(1)署名されたデクラレーション（宣言書） 
WDSF の eCard 宣言書をダウンロードし、名前、署名日のフィールドに記入し、ページ下部

に署名します。 それをスキャン又は写真を撮ります。選手が法定年齢でない場合は、親ま

たは法定の保護者が指定されたエリアにも署名してください。 
宣言書ダウンロード ：  WDSF e-Card declaration, 
 

 
 
 
 

https://ecards.worlddancesport.org/Content/Athletes%20Agreement%20for%20the%20WDSF%20eCard.pdf
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(2)身分証明 
あなたの身分を証明する書類をスキャンするか、写真を撮ります。 あなたの名前、写真、

あなたの国籍、生年月日を示す必要があります。これはパスポートの写真のあるページのコ

ピー、政府が発行する身分証明書（日本国籍の場合にはパスポートを使用します）、または

上記の通りあなた自身を合法的に身分証明するために使用できる別の書類です。 
 

 
 
(3)プロフィールの顔写真 
あなた自身の顔写真を準備してください。 サンプルの最初の画像は正しい画像

の例です。他の×印のついた写真は受け付けられません。＜※顔写真の実例※＞ 

 
 

(4)eCard 料金の支払い 
フォームを完了すると、eCard 料金の支払いが求められます。 これは、安全な

支払いウェブサイトを通じて行われます。 クレジットカードの準備が整ってい

ることを確認してください。 

 
 
料金は次のとおりです（払い戻し不可能）： 

WDSF アダルト以上  ： 20 スイスフラン/年間 
WDSF ユース   ： 10 スイスフラン/年間 
WDSF プロフェッショナル部門 ： 25 スイスフラン/年間 

※あなたの連盟があなたに代わって代金を支払う場合は、支払いを要求されません。 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 

mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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●(A)新規 eCard 申込み  ここから入力：  I'm ready. Let's start! 
 
重要!!! 申請を完了する為には選手が所属する国の連盟（JDSF）の承認が必要です。申請を

行った場合には JDSF 事務局にメールでお知らせ下さい sumiko.murata@jdsf.or.jp。共有され

た情報を元に JDSF が承認に進み、その後 WDSF が承認して eCard の申請がで完了します。 
更に、WDSF 公認競技会への出場にはカップル登録が必須条件となります。JDSF 事務局に自

分の名前、パートナーの姓名と MIN 番号をメールでお知らせ下さい。これらの作業が全て

完了するには 4～5 日間かかりますので WDSF 公認競技会の出場前に時間の余裕をもって申

請して下さい。 
 
入力画面：英文の入力画面が表示されます次ページの(和訳版)を参考に入力して下さい。 

 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply
mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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＜和訳版＞ 新規申請：入力は英文画面に（例と同様）ローマ字でお願いします。 
WDSF eCard Application Form   ：WDSF eCard アプリケーションフォーム（申請書） 
General information      
I will be competing for         ：出場区分を選ぶ 

WDSF WDSF PD Breaking    （GD 部門は WDSF, PD 部門は WDSF PD を選択） 
WDSF Member ID Number (MIN, what is this?)   ：空白 

 
Your name as it is written in your passport       ：パスポート記載どおりの氏名 
Title (Mr., Ms., Dr., ..)         : タイトル (例 パスポートどおりの肩書) 

  
Passport name (distinguishes you in your family) : 名 (例 Taro)    

 
Passport surname (family or upper names, inherited from your parents) ：姓 （例 Suzuki） 

 
Your preferred name (what is this?)    ：ダンスネーム・舞踏名(本名の場合は空白) 
Preferred name (distinguishes you in your family) 

     ：名(本名の場合は空白) 
Preferred surname (family or upper names, inherited from your parents) 

     ：姓(本名の場合は空白) 
Membership     ：メンバーシップ 
National license number   ：所属する国の会員番号 

     ：JDSF 登録会員番号(必須) 
Citizenship 

Choose country
  ：▼をクリックして JAPAN を選択 

Currently representing the following country 
Choose country

    ：▼をクリックして JAPAN を選択 
Date of birth (Year/Month/Day, , why?)  ：誕生日 年/月/日の順に入力 

 
Sex           ：性別 Male（男）Female（女） 

Choose sex
    ：▼をクリックして男・女いずれかを選択 

Contact details     ：連絡先 
E-mail address (why?)     ：E-メールアドレス（携帯メールの場合は受信可

に設定）  

 
Mailing address (why?)     ：現住所 
Street:      ：住所の番地と町村以下を入力   

：例東京都江東区有明 3-4-2 の場合：3-4-2, Ariake 

 
Post code      ：郵便番号   例：135-0063 

 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whatIsMin
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyEnglish
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyDob
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyEmail
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyMail
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City        ：区・市    例：Koto-ku 

 
State        ：都道府県  例：Tokyo 

 
Country      ：国名     例：Japan 

Choose country
 ：▼をクリックして JAPAN を選択 

 
Documentation  ： ドキュメント(事前準備した書類を参考にする) 
Signed declaration (PDF/JPG) ：WDSF e-カード宣言書を写真撮影又はスキャンする。 
 Select file... (ファイルを選ぶ) 
Proof of identity (PDF/JPG)  ：身分証明 
日本の場合、国籍の記された証明書はパスポートのみ、パスポート番号、顔写真のページを写真

撮影またはスキャン。 
 Select file... (ファイルを選ぶ) 
Parent's proof of identity (PDF/JPG) ： 未成年の選手の場合は保護者のパスポート（PDF か JPG）  
 Select file... (ファイルを選ぶ) 
Profile picture (JPG)  ： .顔写真（JPG） 
プロフィール写真 サンプルの正しい例を参考 
 Select file... (ファイルを選ぶ) 

Send Application
  申請フォームを完成し送信ボタンを押して次に進みます。 

 
支払い画面で必要な情報を入力します。 
決済方法はクレジットカード支払いのみ受付けられます。クレジットカード決済ボタンを

何度もクリックすると支払いが重複しますのでクリックは 1 回のみ。（誤入力でも返金は有

りませんので要注意） 
会費は申請承認の日からの 1 年間有効です、競技会出場のスケジュールを確認してあまり

何ヶ月も先行して申し込む必要はありません。 
全ての作業を完了すると更新日の約 6 ヶ月前にメールで更新案内が WDSF より届きます。 
もし届かない場合には JDSF 事務局までご連絡下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 
 

 

mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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●(B) eCard 更新申込み（継続更新） 
継続更新のお知らせメールが届きます、案内の中のリンクに従って更新処理を進めます。 
英文の画面が表示されますので和訳版を参考にローマ字入力をお願いします。 
 
●更新時期（WDSF より有効期限の 3～6 ヶ月前にお知らせが届きます）* 
（*）更新のお知らせが届かない場合には、JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）までご連絡下

さい。 
 
＜英文入力画面＞こちらにローマ字入力   

 
 
 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 
 

mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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＜和訳版＞ 更新申請：入力は英文画面に（例と同様）ローマ字でお願いします。 
データが表示された場合に内容が間違っていなければ顔写真を添付して送信ボタンを押し

ます。 
データが表示されない場合は以下の要領で入力し顔写真を添付して送信します。 
 
Contact details     ：連絡先 
E-mail address (why?)     ：E-メールアドレス（携帯メールの場合は受信可に設

定）  

 
Mailing address (why?)     ：現住所 
Street:      ：住所の番地と町村以下を入力   

：例 東京都江東区有明 3-4-2 の場合：3-4-2, Ariake 

 
Post code      ：郵便番号   例：135-0063 

 
City        ：区・市    例：Koto-ku 

 
State        ：都道府県  例：Tokyo 

 
Country      ：国名     例：Japan 

Choose country
 ：▼をクリックして JAPAN を選択 

Profile picture (JPG)     ：顔写真（JPG）サンプルの正しい例を参考 
 Select file... (ファイルを選ぶ) 

Send Application
  更新申請フォームを完成し送信ボタンを押して次に進みます。 

 
支払い画面で必要な情報を入力します。 
決済方法はクレジットカード支払いのみ受付けます。クレジットカード決済ボタンを何度

もクリックすると支払いが重複しますのでクリックは 1 回のみ！！如何なる理由でも返金

はされません。 
更新が完了すると、eCard 年会費は現在の有効期限が切れる日から 1 年間有効です。 
 

●注意事項等 
eCard を表示するにはタブレット・スマートフォンのアプリをダウンロードが必

要です。 
●その他 

カップル解消 
  外国国籍を持つリーダーもしくはパートナーの他国から日本への移籍 

（詳細については、JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp にご連絡下さい） 
 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 
 

 
 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyEmail
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyMail
mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp
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(C) 切替案内が届いたら？ 
 
現 WDSF ID 有効期限内の eCard への切替のみの場合： 
 
WDSF より下記の案内が届くと eCard への切替が可能です。（プラスチック ID カードも両方有効） 
有効期限内なので、特に急いで eCard 切替える必要はございません。 
この案内は有効期限が迫っている更新とは異なります 
 
＜メールのサンプル例＞ 
英文 
Hello  Taro, Suzuki 
 
The WDSF has published the new WDSF e-Card! It is a replacement for  
the plastic WDSF ID-Card you already have. 
 
As you are an active WDSF athlete you can use the new WDSF e-Card  
without any additional cost until your WDSF ID-Card expires. 
 
Download the WDSF e-Card here: 
 

  
 
 
After you open the WDSF e-Card app enter the following password: BbJK FiCt KvW9 
 
和訳 
 
こんにちは 鈴木太郎さん、 
 
WDSF は新しい WDSF e-カードを発行しました！ それは 
既に持っているプラスチック WDSF ID カードを切替ることが可能です。 
 
アクティブな WDSF 選手であるため、新しい WDSF e カードを使用することができます 
あなたの WDSF ID カードが期限切れになるまで、追加料金はかかりません。 
 
ここから WDSF e カードのアプリをダウンロードできます： 
 

 
 
 
WDSF e-Card アプリケーションを開いたら、次のパスワードを入力します：BbJK FiCt KvW9 
 

ご質問は JDSF 事務局（WDSF eCard 担当者）：sumiko.murata@jdsf.or.jp 
 
 
 

mailto:sumiko.murata@jdsf.or.jp

