
Membership Types
Japanese

団体所属について

この度は、当団体について興味をお持ちいただきありがとうございます。

私たちは、皆様の団体を、2021年度ワールドダンスオーガナイゼーション団体メン
バーにご招待したいと思います。

多くの元世界ファイナリストやチャンピオンたちのサポートがあり、かなり短期間
で、私たちはこの世界団体を形作りました。

理事役員、委員メンバー、相談役のリストについて詳細は、
www.worlddanceorganisation.comをご確認くださいますようお願いいたします。 
国内団体として参加することで得られる利点は下記になります。 
 
- 全てのWDO⼀般会議において、⾃国の投票権が得られます 
- 規程や条⽂について、変更を提案する機会が得られます。 
- 審査員を登録し、各メンバーの会費を受け取ることができます。 
- 2022年度に選⼿を登録し、各会員の会費を受け取ることができます。 
（2021年度は無料） 
- 基本メンバー登録を⾏い、各メンバーの会費を受け取ることができます。

すべての国内団体が会員になるための基準は以下の通りで、登録が認められた場合、
登録にかかる費⽤も⼀緒に記載されています。（以下WDOの定款より引⽤）

http://www.worlddanceorganisation.com


A criterion for all National Organisations to obtain membership is written below, together with the costs 
for your registration if accepted. (Taken from the Articles of Association for the WDO) 
27.2.6 National Organisations.  
A National organisation is a legal entity that has been registered within a Country.  
The National Organisation must be approved as such by the Directors or relevant Committee of the Company.  
Any documents the Company request to review the National Organisation, must be provided including an 
authorised translation in English.  
National Organisation must register Competitors and/or Adjudicators/Dance Teachers, and must meet at least 2 of 
the following criteria:  
(a) has been registered in that country for a minimum of 2 years.  
(b) has registered dance studios, schools, clubs.  
(c) has a network of national competitions  
(d) has control over the rules and regulations of competitions their members organise. 
27.2.8 Membership of the Company is obtained by registering in at least one Membership Category. The same 
member can be registered in more than one Category if applicable.  
27.3 Once any application of membership has been accepted, the Directors have the right to disapprove the 
application within the period of 6 months.  
27.4 Every person or legal entity wishing to become a member shall deliver to the company an application for 
membership in such form (and containing such information) as the Directors require.  
27.4.1 Competitors, Adjudicators and Basic Members may register as members with the Company directly or 
through a National Organisation for their Country should there be one. 
27.6 WDO Licensed Adjudicators who wish to become voting members of the Company may obtain the 
membership with the voting rights.  
27.7 Organisers shall be voting members of the Company.  
27.7.1 A solitary Organiser who is also registered as a Voting Adjudicator must choose to vote as an Adjudicator 
or as an Organiser.  
27.8 National Organisations shall be voting members of the Company. 
41.6.3 All Countries represented by their National Organisations shall have One Vote. In the case where only one 
National Organisation is a member of the Company in their Country, that National Organisation shall have One 
Vote for their Country. In the case of more than one National Organisation, there shall be One Collective Vote of 
National Organisations for their Country.  
41.7 Proportionate Voting where there are Multiple National Organisations within a Country.  
41.7.1 When a Country has multiple National Organisations registered with the Company, the Company will use 
a system that assigns each National Organisation a number of votes in relation to the amount of members they 
register to the Company.  
41.7.2 Votes will be assigned within each Country where there are multiple National Organisations according to a 
mathematical formula utilising the two statistical parameters ‘mean average’ and ‘standard deviation’.  
41.7.3 The number of votes will be calculated 30 days before each Annual General Meeting.  
41.7.5 Each National Organisation will be given a number of votes between 1 and 10 based on their number of 
members equalling or exceeding fixed boundaries. 
Please see the Mathematical explanation table within the Articles of Association for the complete details. 
Fees. 
Fees for National Organisations to join are £380.00 (British Pounds) for 2021.  
For 2022 they are £750.00 (British Pounds). 
If a National Organisation wishes to apply for a World Title they are welcome to by paying the Organiser 
Membership fee and applicable fees if their application is accepted.  

Please go to our Website: www.worlddanceorganisation.com or contact us at: 
secretary@worlddanceorganisation.com 

http://www.worlddanceorganisation.com
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サポーター会員登録について

 
当団体にご興味をお持ちいただきありがとうございます。

ワールドダンスオーガナイゼーションは、すべての⼈々に、この新しくエキサイティングな
団体へ参加いただく機会を設けております。

既に最⾼のダンサーやアドバイザーがメンバーとして在籍しておりますが、WDOの理事役員
は、皆様がそこに加わり、この⾮営利団体のサポートをお願いできればと考えております。

公式サポーターにご登録いただいた場合、いただいた会費は、世界中のダンサーのダンスへ
還元されます。

年会費は最低額で（イギリスポンド）100ポンド～となっており、ぜひこの機会に、2021年
度のエキサイティングな団体にご加⼊いただけますと幸いです。

ご登録は、WDOウェブサイト：www.worlddanceorganisation.com 

または、secretary@worlddanceorganistion.comまでご連絡をお願いいたします。

競技選⼿登録について

この度は、当団体にご興味をお持ちいただきありがとうございます。

 
ついに2021年度の素晴らしいニュースをご報告できます！！

2021年度にWDOにご登録いただいた競技選⼿は、全カップル登録料が無料となります。
ご登録いただくと、WDOの世界選⼿権やランキング競技会、世界各地の競技会に参加するこ
とができます。今すぐ登録して、ぜひこのオファーを受けていただけますと幸いです。

登録は、次に記載する区分のカップルが対象となります 

ジュブナイル・ジュニア・ユース・アマチュア・シニア・プロフェッショナル・プロアマ

（先⽣と⽣徒/アマチュアとプロのカップル）・フォーメーションチーム

会員登録は、WDOに加盟している登録団体を通して、または直接、私たちのウェブサイトに
アクセスしていただいてもご登録いただけます。ご都合に合わせてご利⽤くださいませ。

この機会に、皆様のご登録をお待ちしております。

ご登録は、WDOウェブサイトにて受け付けております。: www.worlddanceorganisation.com

http://www.worlddanceorganisation.com
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個⼈競技会主催者

当団体に興味をお持ちいただきありがとうございます。

WDO は、全ダンス競技会主催者の皆様に、2021 ・ 2022 年度における、権威ある世界選⼿権

タイトルの競技会公認申請について、ご案内させていただきたく存じます。この登録で、ど
のような主催者でも⾃国で世界選⼿権を開催することができます。また、選⼿たちは毎年異
なる国で、権威あるタイトルを競い合う機会を得ることができます。

2021年度に申請可能な競技会タイトルは、WDOウェブサイト（www.worlddanceorganisation.com）

に掲載されております。また、来年5⽉には2022年度の競技会公認申請を開始し、WDO内の
議決権を持つメンバー全員による投票が⾏われます。

ぜひ世界選⼿権の主催者としてWDOにご登録くださいますよう、よろしくお願いいたしま
す。

ご登録は、WDOウェブサイト：www.worlddanceorganisation.com 

または、secretary@worlddanceorganisation.com にご連絡をお願いいたします。

http://www.worlddanceorganisation.com
http://www.worlddanceorganisation.com
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審査員登録について

この度は、当団体のライセンス登録にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。 

WDOは、全会議において、登録審査員に投票権を与えた最初のダンス団体であることを誇り

に思っています。WDOの会員には2種類の審査員登録があります。

1. 議決権を持った審査員

2. 基本審査員

投票権を持つ審査員として登録すると、議決権を持ち、ルール変更の提案、WDO内の会議で

発⾔する権利を持つことになります。

このエキサイティングな取組は、つまり、皆さんが声を上げることができるということで

す。この議決権は、WDOが、ダンス業界において重要と信じているものなのです。

あなたが、WDO世界選⼿権やランキング競技会などのイベントで、単に参加・審査したいだ

け場合は、基本審査員にご登録ください。

議決権を持つ審査員に登録をご希望の⽅は、WDOのウェブサイトに直接アクセスしてご登録

をお願い致します。

基本審査員登録をご希望の⽅は、WDOに加盟している国内団体を経由するか、または直接私

たちのウェブサイトにアクセスしていただくことで、ご登録可能です。

WDOウェブサイトアドレス：www.worlddanceorganisation.com

http://www.worlddanceorganisation.com

