
平成28年（2016）度　第49回埼玉全国舞踊コンクール申込ガイド Ver.1.00

このたびは埼玉全国舞踊コンクールにご出場、ご検討いただきありがとうございます。
本ガイドをよくお読みの上、お間違えないようお申込みください。
「創作部門」の出品者の方は、P１０を先にお読みください。
※本ガイドは改訂される場合があります。その場合、舞踊協会サイトにてご案内いたします。

埼玉県舞踊協会

お申込みは各出場者が個人個人でお申込みください。ただし、群舞、デュエットの場合は1名が代表してお申込みください。

各バレエ団、バレエ教室の指導者が生徒たちの登録状況を確認するための団体専用画面を設けています。

個人（フリー）で出場される方は必要ありません。団体コードは、インターネットから団体登録をされますと付与されます。

団体登録には次のようなメリットがあります。

●出場者が出場申込を行う際に、団体コードを入力するだけで所属団体の情報が自動的に入力されます。

●団体（研究所・バレエ団）側は、団体専用の確認画面（団体情報ページ）で、出場者たちの登録状況や支払い状況など

を一覧で確認できます。

●複数の出場者の出場料を、団体が一括して振込むことができます。

※団体登録はコンクールに出場するための必須事項ではありません。

●お申込手順

●お申込期間

●団体登録について　

●出場料の振込み

2016年5月11日（水）12:00～5月20日（金）16:00

※但し、各カテゴリーとも予定組数を超えた時点で受付終了となります。

「団体コード」はアルファベットと４ケタの数字になります。例：A9999など

①インターネットで
　出場の申込み
　

②指定の金融機関へ
　出場料をお振込み

③出場者確認画面で
　出場料の払込状況確認

申込み日を含め、金融機関の3営業日以内(5月20日申込の場合、5月24日まで）にお振込みください。
期限をすぎると受付が無効になる場合があります。

個人で振込む方法と、団体で一括して振込む方法があります。詳しくはP6（団体一括振込）及びP9（個人振込）をご参照ください。

振込用紙はありません。各金融機関に用意されている用紙、またはATM（自動預金機）をご利用ください。

振込の際、「申込番号」（個人で振込の場合）または「団体コード」（団体一括振込の場合）の入力が必要です。（P6・P9参照）

振込手数料は、振込者負担でお願いします。

入金の確認は１週間程度かかる可能性があります。振込金融機関等は申込完了メールに記載されます。

※出場申込・振込を間違えて2回してしまった場合は、必ず埼玉県舞踊協会までご連絡ください。

★申込へのリンクとマイページについて Ｐ1
★コンクール申込トップ画面 Ｐ2
★コンクール申込と団体登録画面 Ｐ3
団体登録・団体コードの取得方法 Ｐ4
団体情報ページの見方 Ｐ5
団体一括振込み方法 Ｐ6
★コンクール出場申込方法1（申込） Ｐ7
★コンクール出場申込方法2（確認） Ｐ8
★出場者情報ページの見方と個人での出場料振込方法 Ｐ9
「創作部門」について P10
 

★のついたページはコンクールの申込者は必ずお読みください。メールにご注意ください

コンクール受付システムからの返信メールは
contest@saitama-buyoukyoukai.jpより自動配信され
ます。また埼玉県舞踊協会からのご案内は
saitama-dance@blue.ocn.ne.jp　より発信します。

パソコンのご使用環境によっては迷惑メールとして
判定されてしまう場合がありますので、あらかじめ
これらのアドレスからのメール受信を許可する設定
にしておいてください。
特にYahooメール、Gmailなどをお使いの方はご注意
ください。



①マイページについて

■申込へのリンク

コンクール関連のお申み及びログインは
協会のトップページから、リンクしています。

●出場者情報ページのデータはコンクール終了後に消去されますが、マイページデータは残ります。

●当コンクールにはマイページを設置しなくても出場できますが、「予選、決選順位・審査データ」の表示を希望される場合

は、必ずマイページ内から出場のお申し込みをしてください。

●１人のマイページ毎に、１つのメールアドレスが必要になります。また団体登録で使用されたアドレスは使用できません。　

コンクール申込期間になると、この項目が表示されま

す。このボタンをクリックして申込をすると、下記のよう

に申込内容が表示されます。

マイページにこの情報が記載されていれば、コンクー

ル申込が完了したことになります。万が一、申し込み後

に送付される確認メールを受信できない場合でも、こ

ちらで申込番号を確認できます。

※本ガイドに掲載の画面は説明の都合上、注意事項などを一部
　 削除している部分がありますのであらかじめご了承ください。

基本的な情報は、コンクール申込情報へ引き継が

れます。

※所属団体が団体コードを取得している場合はコン

クールの申込時点で入力してください。

申込番号は「出場者情報ページ（P9参照）」へログイン

するときに必要です

ここをクリック（タップ）すると申込関連情報へジャンプします。

スマホで申込みされる場合は特に便利です。

団体用ボタン
P3-6参照

コンクール出場者用ボタン（この『出場申込』は順位表示・審査データ不要の方用です）
P2,7-9参照

マイページ関連ボタン（下記参照）

予選・決選の順位と審査データの閲覧を希望の方は
必ずマイページを設定し、マイページから
お申し込みください。

P1



P2

②コンクール出場申込トップ画面

埼玉県舞踊協会のホームページより「コンクール出場申込」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

マイページをお持ちの方や、順位表示（1,000円）を希望される方は、マイページからお申込ください。

下記の画面からも、マイページの新規作成とログインができるようになっています。

マイページからコンクールに申し込まれると、マイページで使用し

ている氏名等の基本データが、申込画面に引き継がれます。

入力の手間やミスが減りますので、申込時のあわただしさも軽減

できます。

順位表示を希望されない方も、マイページを設定されますようお

薦めします。

なお、コンクールの順位情報は、出場者の成長の記録として、今

後も閲覧できるようになります。

●１人のマイページ毎に、１つのメールアドレスが必要です。

マイページを使うと、コンクール出場申込もカンタン、スピーディになります！

●マイページの基本データ

●出場申込の基本データ

←マイページ不要で
　順位表示も希望しない方用

←マイページを作成して
　申し込みたい方用

←すでにマイページを
　設置されている方用

ヘルプデスクブログも
ご覧ください。

マイページのヘルプデスク
が最新情報をお届けします。
ご質問にもお答えします。
リンクは協会サイトから！
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　→P４へ続く

　→P７へ続く

③コンクール出場申込と団体登録の新規申込画面

新規団体登録画面(団体が使用する画面です。出場者には関係ありません）

出場申込画面

年齢、部門に注意して

該当する出場部門をクリックしてください。

必要事項をご記入ください。

団体登録とマイページは同一のメールアドレスでのお申

込はできませんので、ご注意ください。

団体登録や出場申込みを行った場合、確認メールが自動送信されます。申込

み後24時間以内にそのメールが届かない場合は、メールアドレスを間違って登

録されている可能性があります。まずホームページにあるQ&Aを見てそれでも

解決できなかった場合は協会にご連絡ください。また、その際には申込完了

画面に表示される「問合番号」をお知らせください。

※「問合番号」は確認メール不着時のお問合せの時のみに使用するものです。

●お問い合せ

お申込みに関する操作の疑問などがありましたら、なるべくメール・FAXでお問い合せください。

Tel.048-882-7530 対応時間　10:00～15:00　

●「メールが届かない」などお問合せいただく場合の注意事項

出場申込及び団体登録の完了画面の
「問合番号」を必ず書き留めてください。

eメール：saitama-dance@blue.ocn.ne.jp　FAX.048-882-7549

※本ガイドに掲載している画面は説明の都合上、
注意事項などを一部削除している部分があります
のであらかじめご了承ください。

5月11日（水）～20日（金）の出場申込期間中の埼玉県舞踊協会の休業日は5月15日（日）、5月18日（水）となります。
メールは毎日チェックしてお答えします。
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●団体情報新規登録画面

●団体登録　申込内容確認画面

所定欄に必要事項を入力してください。
フリガナ欄は全角カタカナでご記入ください。
★マークの欄は必須項目です。

郵便番号は半角数字で入力してください。

メールアドレスとパスワードは
次回以降のログインに必要となりますので忘れない
ようにしてください。

すでに、マイページに使用しているメールアドレスは
使用できません。

悪天候で表彰式がなくなるなど、当日の緊急情報を
お知らせする場合に使用します。携帯電話やスマート
フォンなど外出先で受信できるメールアドレスをご使
用ください。

ヨミガナがひらがなになっている。郵便番号を全角で入力した。すでに使用されているメールアドレスを使った。
エラーの際の再入力時点では、メールアドレス、パスワード、緊急連絡先パスワードの確認欄が消えてしまっている
のに気付かずに「確認」ボタンを押している。などが多いです。

「確認画面へ進む」をクリックすると、確認画面が表示されます。

内容確認の画面です。
問題がなければ「登録」をクリックします。下記の画面
が表示され、登録は完了します。
登録完了はメールでもご案内します。
contest@saitama-buyoukyokai.ne.jp
 からのメールを受信できる設定にしてください。

団体コードは協会からの確認メール、及び「団体情報ペ
ージ」に記載されています。
登録メールアドレス＋パスワードでログインして、ご確認
ください。

④団体登録・団体コードの取得方法

エラーになりやすいケース

すでに団体登録をされている方は、二重登録はしないでください。

メールアドレスやパスワードを忘れたために、新たに団体登録をされるケースがあります。二重登録をされます
と、エラーが生じる可能性がありますので、新規登録はなさらず、埼玉県舞踊協会までお問い合せください。

●よくある操作ミス
「団体情報ページ」にログインされようとして、「マイページ」のログイン画面を操作されているケースがあります。
協会のトップページからは「団体情報ログイン」を選択して、操作を行ってください。



埼玉県舞踊協会ホームページから、「団体情報ログイン」ボタンをクリックし、メールアドレスとパスワードを入力してログ
インすると「団体情報ページ」に入れます。
この画面で登録内容の確認と変更、さらに所属出場者の申込状況や振込状況を確認できます。

登録した内容を確認できます。
団体コードは重要ですので、控えてください。
来年度以降も使用します。
内容変更する場合は「登録情報を変更する」
ボタンをクリックしてください。

●入金確認欄は、お振込後に埼玉県舞踊協会が入金確認を行った時点で「済」に変わります。

　申込後金融機関の３営業日を待ってから確認しますので、表示の変更が１週間ほどかかる場合もあります。

●出場番号は6月上旬に決定し、その後この欄に表示されます。２日以上の予選日がある部門の場合は、出場日もそ  

の際に決まります。

『団体一括振込』とは
複数組の出場がある場合、所属出場者の出場料を団体でまとめて振込みできるシステムです。この場合、振込みの

際には「団体コード」を振込者の名前欄の先頭に入力する必要があります。「団体コード」を入力されない場合、入

金確認が遅れる場合があります。(P６を参照ください）

なお、「団体一括振込」はあくまでも出場料及び順位表示料を、団体がまとめて支払えるものであり、申込を一括で

行えるものではありません。
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⑤団体情報ページの見方

●団体情報ページ

新規団体登録直後や、出場者が申込まれるまで、この欄には何も表示されません。

出場者が申込を行い、団体コードを入力すると、各出場者の情報が表示されます。

※申込んだのに表示されない場合は団体コードの入力ミスの可能性があります。

※翌年のコンクール募集前にデータは消えます。

この画面では、団体一括振込の情報なども記載されますので、お振込前にご確認く

ださい。

なお、団体情報画面では振込の種類を変更することはできません。変更が必要な

場合は「出場者情報ページ」で行ってください。

●コンクール申込状況
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⑥『団体一括振込』方法　　　　※振込みを出場者個人で行う場合はＰ9をご覧ください。

ご注意ください

●金融機関で振込む際は、団体名の前の先頭に、必ず、団体コードを入力してください。
　団体コードが入力されていない場合、入金確認ができず出場申込みが無効となる場合もあります。

●申込日を含め金融機関の３営業日以内にお振込ください。

例　A0597　　サイタマダンスアカデミー

団体コード 団体名

各出場者が出場申込み時にお支払い方法項目で「団体一括振込」を選択すると、「団体情報ページ」に、
出場料の合計額が表示されます。

●出場者が「出場者登録画面」で「団体一括振込」を選択する。

●団体代表者(担当者）が「団体情報ページ」下段の表示で振込方法及び未入金金額を確認する。

※「個人で振込」を選んだ出場者の金額はこちらには加算されません。
※入金後すぐに表示が変わるわけではありませんので、
「団体一括振込」の出場申込を追加で行う場合は、二重振込をされないよう
ご注意ください。

団体一括振込に関する振込先等の振込方法は団体情報ページに記載されますので、その指示に従ってください。

個人で振込む場合の振込方法はメールで申込メールアドレスに送信します。マイページにも表示されます。

団体一括振込の際は、順位表示料金も加算した額をお振込いただきますので、ご注意ください。
加算額は上記ページに表示されます。

ご入金の確認ができない申込者がいる場合、出場者の確定ができず、出場番号の決定が遅れますので
必ず期日を守ってください。
また、二重振込以外の事由による返金には応じません。



●クラシックの場合
プルダウンメニューから題名を選択してください。リスト内に該当す
る題名がない場合は、下段に入力してください。振付者はオリジナル
作品の場合にご記入ください。

●クラシックジュニア部とクラシック2部の出場で、特に希望する場
合は、予選出場日の希望を選択できます。
※男性の審査は2日目のみとなりますので、男性は選択できません。
※希望日の変更は5月23日（月）16：00までとなります。

※必ずしもご希望に添えるものではありませんのでご了承ください。

●モダンの場合（プルダウンメニューはありません）
英字や当て字などで特に読み方を明確にしたい場合は後ろに
（　）でよみがなをいれてください。
例：JOYFUL×2（ジョイフル・ジョイフル）
　 未来（あした）の風
※この情報がそのままプログラムに掲載されます。

まず、該当する左側の○をクリックしてチェックマークをつけてくだ
さい。団体コードは所属団体におたずねください。所属団体コード
がない場合は、「所属団体を入力」にマークをつけると、入力欄（下
記参照）が表示されますので必要事項を入力してください。
「団体一括振込」についてはP6をご覧ください。

上記で「個人として申し込む」または「団体コード」を選んだ
方はこの欄は表示されません。

所属団体が団体コードを取得していない場合は、こちらに必
要事項を入力してください。新聞社等へはこの情報が伝わり
ますので、お間違えないようにお願いします。

「確認画面へ進む」をクリックすれば
確認画面（次ページで紹介）が表示されます。

出場申込は出場者個々で行ってください。（群舞・デュエットは代表1名が申込む）⑦コンクール出場申込み方法1　　　　　　　　　　

生年月日は、年は西暦４ケタ、月日は2ケタ表示です。
例:2001年05月09日

部門に間違いがないか確認してください。

※画面の例は、一般申込の例です。順位表示の選択はできません、
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郵便番号は半角で入力ください。

群舞・デュエットの場合は
「○登録する」にチェックマークをつけ他の出場者の情報を入力し
てください。※お申込み後の出場人数の変更はできません。　　

※マイページから申し込んだ場合は、氏名等の基本データがそのまま
受け継がれますので、順位表示希望欄以外は最初から入力されています。

団体情報入力欄

※題名の変更は5月23日（月）16:00までとします。

マイページから申し込むと下記の「順位表示希望欄」が表示されます。



⑧コンクール出場申込み方法２(確認画面）

前ページでご紹介した申込画面から「確認画面へ進む」をクリックすると確認画面が表示されます。

入力した内容を確認できます。
間違いないかチェックしてください。
賞状に記載される題名と氏名はこの情報をもとに作成され
ます。

メールアドレスはよく確認してください。

群舞・デュエットで申し込んだ場合は、共演者の名前や生年
月日も表示されます。
※お申込み後、出場者の変更はできますが、人数の変更は
できませんので、この時点でよく確認してください。

振付者の項目はモダンのみ必須事項です。クラシックは、オ
リジナルの踊りの場合のみご記入ください。入賞時に新聞社
などに配信する情報になります。

登録内容を変更したい場合は【戻る]をクリックし
ます。

問題がなければ【登録する】をクリックします。
クリックは1回だけ。複数回しないでください。

「問合番号」は申し込み後、確認メールが届かない場合のお問い合わせに必要になります。
個人で振り込む場合と、出場者情報ページにログインするために必要な「申込番号」とは異なりますのでご注意くだ
さい。
「申込番号」はメールでご案内します。P9参照

左のような完了画面が表示されます。

書き留めてください！

マイページ経由の申込みをしなかった場合は
全て「順位表示不要」となります。

P8



P9

⑨出場者情報ページの見方と個人でのお振込方法

埼玉県舞踊協会のホームページ、またはマイページから、「申込番号」と
「パスワード」を入力してログインしてください。

「申込番号」の他、出場番号や入金確認状況などの重要な情報
が表示されています。
出場番号及び複数の予選日がある部門（クラシックジュニア部と
クラシック2部）の出場日は当初空欄になります。

内容に変更がある場合は上部の「登録内容変更」をクリックして、変
更してください。ただし、変更できないものもあります。

順位表示の希望、出場人数、支払方法は変更できません。

出場者の氏名、題名、クラシックジュニアとクラシック2部の予選希望日
の変更は5月23日（月）16：00までとします。

●入金確認は、お振込後に埼玉県舞踊協会が入金確認を行った後に「
入金済」に変わります。

　確認は１週間程度かかる場合もあります。

●出場番号は、6月上旬に決定し、その後「出場者情報ページ」に表示
されます。

　２日以上の予選日があるカテゴリーの場合は、出場日もその際に決
まります。

金融機関で振込む際は、出場代表者名(カナ)の前に、必ず「申込番号」を入力してください。
例）10007　アオヤマ ハルナ

「申込番号」が入力されていない場合、及び、振込人名が出場者名になっていない場合、入金確認ができず出場申込
が無効となる場合があります。必ず、埼玉県舞踊協会へメールかFAXでご連絡ください。
※申込日を含め、金融機関の３営業日以内にお振込ください。期限を過ぎると出場申込が無効となる場合があります。
また、出場を棄権される場合、参加料は返金いたしませんので予めご了承ください。

個人でのお振込のご注意

※24時間たってもメールが届かない場合は、
　埼玉県舞踊協会にお問い合せください。その際、前ページで説明
　している「問合番号」をお知らせください。

※マイページからお申し込みされた場合は、マイページ内でも
「申込番号」を確認できます。

申込番号:[20001]

●出場者情報ページ

申込番号 出場者(出場代表者）名

予選・決選の順位表示を希望された場合、1000円が加算となります。（マイページからお申込の場合のみ）

■ログイン時のご注意点
マイページと団体情報ページは、メールアドレス＋パスワード
出場者情報ページは、申込番号＋パスワード
通年使える前者と、コンクール期間のみ使う後者の違いによるものです。

お申込後24時間以内に下記のような受付メールが届きます。「申込番号」を確認し、メールの指示にしたがってお振り込みください。

（例)
49 2016



P10

⑩「創作部門」について

「創作部門」の申込方法

埼玉県舞踊協会のホームページ、またはマイページから、
「出場・出品申込ページ」に入ります。

必要事項を記入してください。　　　　

創作部門では出場者の名前の入力は不要です。

また、「団体コード」の入力及び「振込方法」の選択はありません。

出場料は、申込番号+出品者のお名前でお振込ください。

例

70001 サイタマスグル

出場者の予定人数を入力してください。

●創作部門のお申込は、出品者のお名前で行ってください。
他の部門と異なり、下記のような規定があります。
1．出品者は高校生以上の方に限ります。(出演者の年令は問いません）
2．作品は6分以内とします。
3．出場者の人数にかかわらず、出場料は一律3万円となります。（決選出場料は決選当日別途3万円お支払ください）
4．お申込はマイページ（P1参照）経由でも、一般申込（P7参照）でもできます。
　ただし、順位表示を希望される場合は、必ずマイページからお申込みください。

他の部門に準拠しますので、P1～3,7～9もご参照ください。
ここでは他の部門と異なる点を記述します。

●創作部門の申込画面

※説明の都合上、画面の一部を割愛しております

「創作部門をクリック」

申込番号は、お申込後に送信される受付メールに記載されています。
（P9をご参照ください）

申込番号 出品者名

入力後「確認画面へ進む」をクリックしてください。
以降の操作はP8、出場者情報ページのログイン方法は
P9に準拠します。

マイページから申し込みをすると…

順位表示希望欄が追加されます。


