
WDSF会員番号の取得方法のご案内 

―世界大会に出場するにはWDSF会員証（WDSF eカード）が必要です― 

 

2017年 10月をもってWDSF MIN番号カード（プラスティックカード）の発行が終了し、2017年 11 月から

はWDSF eカード（電子カード）になりました。詳細はWDSFホームページをご覧ください。 

ここでは、WDSF ホームページより抜粋した部分を用いながら、WDSF e カードについてできるだけ分かり易

く、且つスムースに作業が行なえるようご案内をいたします。 

 

＊WDSF eカードは 

1.タブレット端末・2.スマートフォン・3.パソコンで操作が可能です。（但しパソコン上で操作や会員番号を

取得することが出来ますが e カードの画面の表示が出来ません。） タブレット端末・スマートフォンをご

準備ください。 

もし、あなたとあなたのパートナーが二人とも上記の電子機器の 1つもお持ちでない場合はご自分で操作や

取得が出来ませんので事務局までお問合せ下さい。 

 

＊なぜWDSF e-カードなのか 

この e-カードには、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、パスポートを持っていく必要はありません。 

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、常に必要に応じて割り当てられます。 

タブレット端末・スマートフォンでWDSF選手であることを示すことができます！ 

 

＊この eカードでできること 

あなたとあなたのパートナーのWDSF e-カードを 1台のタブレット端末やスマートフォンで管理できます。

また、指導者の方は生徒のWDSF e-カードをまとめて管理することが出来ます。 

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（面白い）機能が、時間の経過とともにアプリに追加されます。 

 

 

＊eカードを申請する前に以下の準備をして下さい。 

eカードのオンライン申込書に記入すると、いくつかの文書を添付するよう求められます。 準備が整ってい

ることを確認してください。  

 

[準備する資料] 新規の方は 1・2・3・4 を用意してください。MINカードからの更新の方は 3・4 のみ

準備してください。 

1.WDSF e-カード宣言⇒e WDSF e-Card declaration,   

をダウンロードし、ページ下部に署名（ローマ字）・日付・左下に自筆サイン（パスポート申請と同じよう

に）をします。右下は保護者サイン欄です。 それをスキャンするか、写真を撮り保存。（未成年の場合は、

https://ecards.worlddancesport.org/Content/Athletes%20Agreement%20for%20the%20WDSF%20eCard.pdf


親または法定の保護者が e-カード宣言にも署名するようにしてください。） 

2.身元の証明 

あなたのパスポートをスキャンするか、写真を撮り保存します。 

パスポートでなくてはならない理由は、WDSFには国籍を示す必要があります。日本では国籍の記載があ

る身分証明書は唯一パスポートだけだからです。 

3.顔写真 

あなた自身の写真を準備してください。運転免許証やパスポートの様な 証明写真が最適です。スキャン

するか、写真を撮り保存します。 

4.e-カード料金（WDSF年会費）の支払い（クレジットカード払い） 

申請の手続きをすると、e カード料金（WDSF 年会費）の支払いの e-メールが来ます。 これは安全な支

払いの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。 

＊注意 1.払い戻し不可です。 

2.支払いの際の決済クリックは 1回のみにして下さい。WDSFからの折り返しの確認 e-メールに多

少時間がかかりますが絶対やり直しはしないでください。何度もクリックするとその分の金額を請

求されます。1 日待ってもWDSF から返事がない場合は、クレジットカード決済をそれ以上せず、

JDSF事務局までお問合せ下さい。 

料金： 

1.WDSF成人：CHF20（20スイスフラン/年 約 2800円/年） 

2.WDSF青少年：CHF10 /年 

3.WDSF PD 部門：CHF25 /年 

 払込が受理され、あなたの Eカードが有効になると、Vimeo on Demand制作の "MY VERY BEST"

を見ることが出きたり、WDSF e-カードをダウンロードするためのアクセスコードが送られます。 

 

 

 

―WDSF会員証（WDSF eカード）取得手順― 

手順 1 [準備する資料]を用意する 

手順 2 WDSF e-Card 申請書に記入する 

手順 3 eカード料金（WDSF年会費）の支払手続きをする 

手順 4 タブレット端末やスマートフォンに WDSF e-カードを取りこみアクセス

コードを入れば完了です。 

 

 

 

 



 継続の方（MINカードからの更新） 

  [準備する資料] の 3・4を準備してください。 

WDSF会費は、更新継続日からの 1年間の年会費となります。更新作業を完了すると予定更新日から 1年

間の継続表示となります。継続の方には、電子メールで更新日の 6 ヶ月まえに WDSF から連絡が来ます。

その電子メールの中に更新の方法が記されていますのでそれに沿って作業を進めて下さい。多くの方がパソ

コンのメールアドレスを利用しておられると思います。比較的簡単に作業できますが、最後までパソコンの

みで作業しますと年会費の更新は出来ますが、自分の顔写真やバーコードなどは表示されません。 

 

新規の方 

  [準備する資料] の 1・2・3・4を用意してパソコン、タブレット端末、スマートフォンで申請書にご記

入ください。◆操作例 1：を参考にして頂き、最終的な設定はタブレット端末、スマートフォンでの操作をお勧

めします。（パソコンではバーコード付きの顔写真の携帯ができません） 

 

◆操作例 1：申請した電子メールアドレスがパソコンでしたので、申請手続申請とクレジットカード決済ま

でパソコンで行いました。年会費支払いを済ませた段階で、WDSF から入金の確認と、WDSF e Card app 

enter the following password：*****というパスワードが記されたメールが来ます。  そのメールには、

四角い枠で囲んだアップルストアとグーグルプレイ箇所がありこの□から次に進むように書いてありま

す。このメールを自分のスマートフォンに転送して、以後はスマートフォンで操作しました。 

私のスマートフォンは iPhoneですのでアップルストアからWDSF e-Cardを取り出し（うまく取り出せ

ない場合はアップルストア内でWDSF eで検索すると出ます。）それにWDSF からのメールできたパス

ワードを入力し、手順に沿って進むことが出来ました。iPhone 上で、WDSF e-Cardをタッチすると自

分の写真、バーコード、ライセンスが確認できます。次いで、パートナーのパスワードを Add new 

licenseに入力し 2人の登録が完了しました。パートナーのスマートフォンにも同様の操作をしました。 

 

 

  

申請フォーム 

こちらから申請フォームにどうぞ 

   ↓ 

I'm ready. Let's start! 

 

以下は申請フォームに対しての日本語説明となります。 

 

WDSF e Card Application Form  ／ WDSF e Card申請書 

 

General information     ／ 一般情報 

 

I will be competing for     ／ 出場区分 

WDSF WDSF PD Breaking    ※ダンススポーツはWDSFで良い 

WDSF Member ID Number (MIN, what is this?) ※ WDSF MINカードのある方は記入 

 

Your name as it is written in your passport ／パスポートに記載された氏名 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whatIsMin


Title (Mr., Ms., Dr., ...)  

 

Passport name (distinguishes you in your family)  ／名     

 

Passport surname (family or upper names, inherited from your parents) ／姓  

 

Your preferred name (what is this?)   ／ 通常はパスポートに記載された氏名が有効です。未記入のまま

お進みください。 

Preferred name (distinguishes you in your family) 

 ／ 未記入 

Preferred surname (family or upper names, inherited from your parents) 

 ／ 未記入 

Membership 

National license number 

 ／ JDSF会員番号 

Citizenship 

Choose country
 ／▼をクリックして JAPAN を選んで下さい 

Currently representing the following country 

Choose country
   ／▼をクリックして JAPANを選んで下さい 

Date of birth (Year/Month/Day, example 1990/1/27, why?) ／年/月/日、例 1990/1/27 

 

Sex        ／ 性別 Male（男）Female（女） 

Choose sex
 

Contact details 

E-mail address (why?)  ／ E-メールアドレス  

 

Mailing address (why?)  ／ 住所 

Street:    ／ 市町村以下の住所   

例：長野県塩尻市宗賀 123-45の A901 ／A-901,soga123-45 

 

Post code  ／ 郵便番号  例：399-6466 

 

City     ／ 市    例：SHIOJIRI 

 

State    ／ 都道府県  例：NAGANO 

https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyEnglish
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyDob
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyEmail
https://ecards.worlddancesport.org/Apply#whyMail


 

Country 

Choose country
 ▼をクリックして JAPANを選んで下さい 

Documentation 

Signed declaration (PDF/JPG) ／ 準備の 1.WDSF e-カード宣言書を PDFか JPGで取り込んでください。 

 Select file...  

Proof of identity (PDF/JPG)  ／ 準備 2.パスポート 

日本では現在、国籍の記された証明書はパスポートのみです。パスポートの

顔写真と番号のあるページを PDFか JPGで取り込んでください。 

 Select file...  

Parent's proof of identity (PDF/JPG) ／ 親のパスポート 未成年の場合 

 Select file...  

Profile picture (JPG)  ／ 準備 3.顔写真 

運転免許証やパスポートの様な写真が良い。景色や他の人が入らないも。 

枠内に添付したら、写真の左上にある□をドラッグ（左クリックして引っ張る）

して写真に□を合わせてください。写真添付の下に これでいい NO やり直す

という意味の英文がありますので 顔写真がちゃんと収まったか確認してから

これでいいをクリックしてください。写真の一部しか写っていない場合（例：黒

い部分だけとか、白い部分だけとか）はドラッグをやり直してください。 

 Select file...  

入力が済んだら↓アプリケーションボタンを押して送信してください。 

Send Application
  これで申請フォームが完成です。 

 

支払いに進む 

支払いはクレジットカード決済です 

準備の 4.e-カード料金（WDSF年会費）の支払い（クレジットカード払い）を再度ご確認ください 

   注意：クレジットカード決済ボタンを何度もクリックするとその分請求されてしまいます。返金不可です

ので 1回のクリックのみとしWDSF からの入金完了メールを待ちましょう。 

申込の日からの 1 年間の会費となります。作業を完了すると電子メールで更新日の 6 ヶ月まえに WDSF か

ら電子メールで連絡が来ます。 

 

タブレット端末・スマートフォンに WDSF e-Card を 取り込みパスワードを入力します。 

  ＊顔写真がすぐに表れない場合があります。また、写真添付状況によって一部分しか表れない場合がありま

す。1日時間を置き、まだ表示されない場合は JDSF国際渉外部にお問合せ下さい。 

 

これで手続き完了です。お疲れ様でした！ 

 

これは、自分の体験を踏まえ、ご案内をしたものです。詳しくは今後の JDSF からの公式表示を

ご覧ください。 

 


