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１．はじめに

ラウンドダンスに使われる音楽はレコードからデジタル音楽に変わって、その購入

や活用方法が様変わりしました。レコードの数分の一の金額で購入できる点や、欲し

いときに瞬時に手に入る点など便利な点が多いのですが、レコードと違いインターネ

ット上のサイトから購入するには、ある程度の知識と慣れが必要になります。

この資料が、はじめてインターネットサイトから購入する方の手助けとなれば幸い

です。

尚、この資料はドイツのダンス音楽制作・配信サイト Casa Musica（カーサ・ミュ

ージカ）で楽曲を購入する方法について説明しています。ラウンドダンスの音楽は他

に Amazon や、iTunes store 等から購入することが多いですが、それらの購入方法は

別の資料をご覧下さい。

２．購入に必要なもの

（１）インターネットに接続するために必要なもの

① 機器

パソコン、またはタブレット、スマートフォンなどインターネット接続がで

きる機器（以下パソコン等と記します）

② 同上の機器をインターネット接続するための回線契約

光回線、Ｇ４・Ｇ５無線回線（docomo,AU,Softbank 等）、Ｗｉｆｉ等

（２）代金支払のための手段

① クレジットカード

一部のサービスではデビットカードやプリペイドカード（suica 等）が使える

こともあるようですが、クレジットカードが最も利用しやすいため、クレジ

ットカードを持つことをお勧めします。

② Paypal 会員登録

Paypal は代金の決済のためのサイトです。ここにクレジットカード情報を登

録すると、Paypal 対応のネット通販サイト（Casa musica など）で、購入した

際の代金決済でクレジットカード情報をその都度入力する必要がありません。

カード情報を入力しないと言うことは、その分だけ情報を盗まれる危険性が減

ることになります。
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Casa musica では購入代金の決済は paypal を通して行われます。Casa Musica

の中でクレジットカード決済をすると Paypal の登録をするか聞いてきます。

登録しておくことをお勧めします。

（３）購入のための知識

この資料の中で解説していきます。他にビデオ資料もありますので、そちらで

見ることもできます。

３．Casa musica のサイトに接続

（１）パソコン等でブラウザを開く

※ブラウザとは Microsoft Edge

（Windows 標準）、Safari(iPhone、

iPad 標準)、Google 

Chrome(Andoroid スマホ標準)等のイ

ンターネット接続アプリです。ここ

に述べたブラウザは動作確認済みで

す。

右の画面は Edge の画面ですが、同じ

スタート画面になるとは限りません。（違うのが普通です）

（２）Casa musica に接続する

ブラウザ左上の虫眼鏡マーク部分

に casa-musica.com と入力しま

す。

“-“(ハイフン)を忘れないよう

に。忘れると別の接続先に行きま

す。

他のブラウザでも同じ方法で接続します。

（３）画面を確認する

右の画面が出れば正解です。

ブックマークに登録し、次から

は簡単に出せるようにしましょ

う。先ほど入力した欄の右側に

星印(☆)があるので、それをク
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リックするとブックマークに登録できます。

（４）設定を確認する

Casa musica のホームページは日本語に対応して

います。と言っても全てが日本語ではなく、英語

の部分も残っています。

左上の黄色い「Casa musica」のロゴの上に「日本

語 v EUR€v」と出ていれば、そのまま使用できま

す。もし、日本語以外になっていたら日本語の上

にマウスを持って行き、日本語に変更してくださ

い。EUR€はユーロで価格表示するということですが、支払時には日本円に換算

されますので、何もする必要はありません。もし日本円で価格をみたいならば

これを JPY\に変えてください。
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４．ユーザー登録をする

利用に先立ってユーザー登録を済ませなければなりません。ユーザー登録済みの方は

５項に進んでください。

（１）ユーザー登録画面を開く

画面右上の Register をクリ

ックすると右の画面が開き

ます。

（２）チェックする項目

この中で「肩書き」のラジ

オボタン

Herr は男性、Frau は女性

の意です。

どちらかを選択します。

下の３つのチェックボック

ス

このうち、上２つはチェ

ックする必要はありませ

んが、一番下は「利用規

約とプライバシーポリシーに同意します」という意味のドイツ語です。ここ

はチェックします。
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（３）個人情報の入力

姓名、メールアドレス、

パスワードを入力しま

す。

全て半角の英文字で行っ

てください。全角を使用

するとエラーになること

があります。(別の作業

で住所を登録するときに

も漢字は使用しないでく

ださい)

メールアドレスは、メー

ルマガジンを希望しなけ

ればメールが来ることは

ありませんが、ログイン

するときに使用しますので間違いないように入力して下さい。

パスワードはユーザーとしてログインするときに使用します。間違えないよう

に、また忘れないようにして下さい。パスワードは、入力すると●で表示され

ます。入力したパスワードを確認したいときは欄の横の「表示」をクリックし

ます。表示状態の時に「HIDE」をクリックすれば、●表示になります。

内容を確認し、間違いが無ければ右下の「保存」ボタンをクリックします。

これで登録完了です。

（４）動画のお知らせ

本資料の手順を説明した動画があります。下記のサイトでご覧いただけます。

ユーザー登録編

https://youtu.be/nU3BVmyD_L0

（無音）

検索・購入編

https://youtu.be/HH3DA-gFWtY

(ナレーション入り）
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５．購入の方法

（１）Ｓ協ニュースのＱＲコードを使って購入する

Ｓ協ニュースのラウンドダンス推

薦曲の紹介欄（Round Dance 

Workshop）のキューカードにはＱ

Ｒコードが印刷されています。そ

のＱＲコードを利用して直接購入

ページに行くことができます。

（２）ＱＲコード利用の手順

① パソコン等にＱＲコードリーダー

のアプリをインストールします。

② ＱＲコードリーダーを使ってＳ協ニュースのＱＲコー

ドを読み込み、そのホームページを表示します。

③ 音楽の試聴と購入

曲名の頭にある   マ

ークをクリックすれば

音楽を試聴できます。

購入するときは「カー

トに追加」をクリック

します。

これ以降の作業は

（３）⑥と同じですの

で、（３）⑥に進んで

ください。
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（３） ホームページ画面から検索して目的の曲を探す

① ログイン

ユーザー登録していなければ、ユーザー登録(アカウントの作成)をします。

（４項参照）

画面右上の Login をクリックし、「アカウント

にログインする」画面で登録したメールアドレ

スとパスワードを入力します。

枠下の「サインイン」を

クリックすると右上の

Login の文字が自分の名

前に変わり、様々な選択

ができる画面になりま

す。

この画面をメイン画面と呼びます。黄色の塗りつぶされた Casa musica のロ

ゴをクリックすると、いつでもこの画面に戻ることができます。
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② 目的の楽曲を探す

左上の「音楽(CDs & MP3)」をクリックし、次の画面で「SONG SEARCH」をク

リックします。

③ Song Title の入力欄に曲名を入力します。

ここで入力する曲名はキュ

ーシートの「MUSIC」欄に

書かれたオリジナルのタイ

トルです。振付名はオリジ

ナルのタイトルと異なるこ

とがあるため、注意して下

さい。

例えば、colors of the wind 

と入力してみます。
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④ 候補曲がこのように出てきます。

⑤ この中からキューシートに書かれたアーチストやアルバム名、演奏時間が近

いもの選んで曲名をクリックします。
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更に詳しい情報が出てきます。

⑥ 音楽の試聴をしたいときは上の   をクリックします。

カートに追加をクリックすると買い物かご(カート)に入れることができま

す。

更に曲を追加購入したいときは「カートに商品が追加されました」と表示さ

れた画面で「買い物を続ける」選びます。

精算したいときは「精算する」をクリックします。
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（４）精算(購入)する

① 「精算する」をクリックする

カート(買い物かご)の中身が表示されます。もし、以前購入したことがある

曲は警告が出ます。但し、履歴に残っているものだけです。アカウントを変

更したり、ログインしていないときは表示されません。

② 購入をキャンセルする

以前購入した警告は数のように出てきます。曲名の右のゴミ箱マークをクリッ

クすると注文を取り消すことができます。

③ 購入の確定(精算する)

精算するときは右の「精算する」をクリックします。
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④ 個人情報の入力

精算をクリックすると個人情報の入力に移ります。

住所は登録しておけば、次からは自動的に出てきます。確認したら「続行」を

クリックします。新しい住所を追加するときには「半角英文字」で行ってくだ

さい。漢字を使うとエラーになることがあります。

⑤ 支払方法の指定

VISA、SEPA、Paypal と Sofort とありますが、日本では SEPA と Sofort は使用

できないようです。従って支払は Paypal※１決済か VISA※２となります。

ラジオボタンから「VISA、SEPA、Paypal」を選択して下さい。

※１ Paypal のサービスは、あらかじめ Paypal のサイトでクレジットカード情

報を登録しておき、通販サイトにはクレジットカードの番号やセキュリ

ティコードを通知せずに支払を行うサービスです。

※２ クレジットカードです。VISA のマークの付いたカードだけが使用できま

す。
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⑥ 「VISA、SEPA、Paypal」を選ぶと Paypal と VISA の選択ができます。

Paypal に登録していない場合は、VISA を選びます。

下の下の英文「I Want Immediate・・」はサービスを利用した後はキャンセル

できないという内容です。

「サービスの利用規約に同意・・」と「I Want Immediate・・」のボックスを

チェックして下の「お支払いを約束しての注文」をクリックします。

⑦ クレジットカード情報の入力

クレジット情報を入力するため「Continue」をクリックします。
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この操作で、クレジットカード情報が Paypal に登録され、以降はクレジット

カード情報を都度入力する必要は無くなります。

このような画面になります。

Last name までの全ての項目をカードの記載を確認しながら入力して下さい。

Expires はカードの有効期限で 11/23 のように 2桁の月/西暦 2桁で入力しま

す(クレジットカード表面に記載されています)。CSC はカード裏面の署名欄に

ある３桁の数字です。

登録する項目すべてに半角英文字を使ってください。漢字を使うとエラーにな

ることがあります。
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ここまで入力して登録すると、Paypal のアカウントを作るかどうかの選択に

なります。ここで、アカウントを作っておけば、次回からはクレジット情報を

入力する必要はありません。

はいを選択するとパスワードの登録を求められます。

以上で完了です。

クレジットカード、Paypal の支払条件を登録した後で、普段と違う環境（場

所、使用機器）で使用するとセキュリティーコードの入力を求められることが

あります。セキュリティーコードは 6項（１）①を参照ください。
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もし、下の画面が出たら再度、チェックボックスをチェックし、「お支払いを

約束して注文」をクリックします。

注文完了の画面になります。
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（５）ダウンロード

① 左上の「Casa musica」ロゴをクリックしてメイン画面に戻ってください。

「マイアカウント」をクリックしてアカウント画面にします。

② ダウンロードをクリックします。

購入した曲の一覧がでますので、右のダウンロードをクリックします。

これで、パソコン等にダウンロードされます。Windows の場合はダウンロード

フォルダーにダウンロードされています。

６．Paypal の事前登録

Paypal のユーザー登録は Casa musica の発注中にもできますが、あらかじめ登録し

ておけば購入するときにすぐにダウンロードすることができます。

Paypal は以下の URL でユーザー登録することができます。
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https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal

（１）アカウントの作成

新規登録→パーソナル(個人)アカウント→新規登録に進む を

クリックすると登録画面に進めます。

① 携帯電話番号の登録

自分自身で使用している携帯番号を登録します。この番号はセキュリティ

ー確認にも使用されます。(例：いつも使っているパソコン以外や、普段

と違う場所から利用しようとしたときに確認コードが SMS(ショート・メ

ッセージ・サービスまたは Cメール)に送られてきて、そのコードを入力

しないと利用できない)

重要な項目ですので、間違えず入力してください。番号は「＋８１」の後

に、番号の最初の「０」を除いてス

ペースやハイフンを入れずに入力し

ます。（例：番号が 090-1234-XXXX

ならば 901234XXXX と入力します）

入力すると自動的にハイフンが入り

ます。

② プロフィールの登録

メールアドレス、国籍、姓、名を登

録します。パスワードは 8文字以上

が必要です。

姓/名は英字半角を

お勧めします。
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③ 住所の登録

住所を入力します。ここ

は漢字でもかまいませ

ん。

④ ワンタッチキー

ワンタッチキーは対応してい

るアプリやオンラインストア

で、スピーディーな支払を行

うための機能です。ワンタッ

チがオンになっているとオフ

にするまで Paypal にログイ

ンしたままの状態が保たれ、

都度パスワード入力が必要で

なくなります。

⑤ Paypal からのニュース・・

自由設定項目です。チェック

を消しても支障ありません。

⑥ お客様は、Paypay のユーザー

規約・・

チェックして「同意してアカ

ウントを開設」をクリックし

ます。

（２）支払方法の登録

「カードまたは銀行口座を追加す

る」で支払の方法をあらかじめ登

録しておきます。
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① クレジットカードか銀行口座からの引き落しを選びます

銀行口座からの引き落しには銀行口座の入力の他に個人を証明する書面が

必要で審査に数週間かかります。クレジットカードであれば、即時に登録

できますのでクレジットカードをお勧めします。

② クレジットカードの登録

カード番号、カードタイプ（自動選択さ

れます）、有効期限（4桁）、セキュリ

ティーコード（3桁）を入力します。

有効期限はカード表面に、セキュリティ

ーコードはカード裏面の署名欄横にあり

ます。

これで登録が完了しました。

７．楽曲の利用

（１）楽曲の利用

ダウンロードした楽曲は必要に応じ、速度調整などを行って使用して下さい。

（２）著作権の遵守

音楽は著作権法によって作曲者や作詞者、演奏者の権利が保護されていま

す。購入した楽曲をコピーして他人に渡したり、他人から貰い受ける行為は

著作権法の侵害になり、罰せられますのでご注意下さい。著作権についての

詳しいことはＳ協ホームページでご覧いただけます。

http://www.squaredance.or.jp/jimu/shiryo/Tyosakuken_News_forHP%20.pdf
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