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2015（平成 27）年 11月 4日 

 
 
＜報道関係者各位＞ 

会 場  
国際交流基金アジアセンター 
ア ー ツ カ ウ ン シ ル 東 京 
(公益財団法人東京都歴史文化財団) 
株 式 会 社 パ ル コ 

ストリートダンスを通して、アジアとの文化交流を図り、 

ストリートダンスの聖地「渋谷」から良質なエンタテインメントを国内外に発信 

『Shibuya StreetDance Week 2015』 取材のご案内 

国内最大規模のストリートダンスの祭典 

【日 時】 2015（平成 27）年 11 月 22 日（日）、23 日（月・祝） 

【会 場】 代々木公園（野外ステージ・ケヤキ並木・イベント広場） 

HARLEM 

渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 
   
拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

国際交流基金アジアセンター、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、株式会社パルコは、日本と

アジアとの文化交流を図りながら、世界中から注目されるストリートダンスを国内外に発信する『Shibuya StreetDance Week 

2015』（以下「SSDW」）を渋谷区内で開催いたします。 

 

SSDW は幅広い層に支持される新しい芸術文化としてのストリートダンスの確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷

から世界へ良質なエンタテインメントを発信し、渋谷をより活力に溢れた街にすることを目的として 1 年に 1 回、11 月の勤労

感謝の日を中心とした週末に開催する国内最大規模のストリートダンスの祭典です。 

 

初開催の今回は 11 月 22 日（日）、23 日（月・祝）の 2 日間、“表現者（ダンサー）”、“参加者（オーディエンス）”、“舞台（ス

テージ）”を繋ぐことを目指し、世界最高水準のダンサー陣による特別舞台公演、体験型イベント、世界的に活躍するダンサ

ーをはじめとした異分野の表現者によるパネルディスカッションなどを、渋谷を舞台に展開します。 

 

多くのプログラムが無料で、見て楽しむだけではなく、実際に参加することによって、ダンスを通じて人と繋がったり、学ん

だり、表現する力を身につけることができます。子供から大人まで、幅広い層の方々にストリートダンスを身近に感じていた

だける多彩なプログラムをご用意しています。また、本事業を通して、ストリートダンスの世界で国際的に活躍できる人材の

発掘と育成を図ります。 

 

つきましては、本イベントをメディアの方々にご取材いただきたく、ご案内させていただきます。 

 

ご多忙の折、大変恐縮ではありますがご検討の程、何卒よろしくお願いいたします。 

敬具 

 

※お手数をお掛けいたしますが、準備の都合上、5頁の FAX返信用紙に、ご取材のご希望等をご記入の上、11月 19

日（木）までにご返信くださいますようお願い申し上げます。 

※出演者のインタビュー等のご希望がございましたら、下記 PR 事務局までご連絡いただければ幸いです。 

また、画像データや動画データなどをご希望の際も、併せてご連絡ください。 

 

≪Shibuya StreetDance WeeK 2015 開催概要≫ 

 
 

 

＜本件に関する報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

『Shibuya StreetDance Week』 PR 事務局（共同 PR 内） 

担当：飯泉・高橋・杉浦 TEL：03-3571-5228 

 MAIL：atsushi.iizumi@kyodo-pr.co.jp（飯泉）、j-takahashi@kyodo-pr.co.jp（高橋） 

 

ご取材のお願い 
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【開 催 日】  2015（平成 27）年 11月 22日（日）、23日（月・祝） 
 

【会 場】  代々木公園（野外ステージ・ケヤキ並木・イベント広場）＜東京都渋谷区代々木神園町 2-1＞ 

HARLEM ＜東京都渋谷区円山町 2-4 Dr.ジーカンス 2F, 3F＞ 

渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール ＜東京都渋谷区桜丘町 23-21＞ 
 

【主 催】   国際交流基金アジアセンター 

   アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団） 

   株式会社パルコ 
 

【共 催】  渋谷区 
 

【助成・協力】  東京都 
 

【後 援】  公益財団法人東京都公園協会 
 

【特別協力】  東京急行電鉄株式会社 
 

【協 力】   渋谷公園通商店街振興組合、商店街振興組合原宿表参道欅会  

特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所 
 

【協 賛】  株式会社グローイングトゥギャザー（リファイン渋谷店）、CAMURO DANCE STUDIO、 

               En Dance Studio、HANEDA ENTERTAINMENT STUDIO、Pleasure Garage Group、 

SOUL AND MOTION DANCE STUDIO、STUDIO A-Sh 
 

【企画・制作】  株式会社パルコ 
 

【公式サイト】  http://www.streetdanceweek.jp 
 

【事 務 局】  Shibuya StreetDance Week 事務局（株式会社ムーヴメント内） 

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 1 丁目 17-2  

TEL：03-5312-9823  （対応時間：10：00～19：00※土日祝日除く） 

MAIL：info@streetdanceweek.jp 
 

 

 
 

 ＜鑑賞プログラム＞ 

・『A Frame』  

  ～アジアの 90年代生まれのダンサーと日米若手クリエイターによる舞台作品～ 

  【日 時】 2015（平成 27）年 11月 23日（月・祝）2回公演  

   ・1回目：開演 14:00（開場 13:30） 

   ・2回目：開演 18:00（開場 17:30） 

 【会 場】 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

 【入場料】 一般 3,000 円 / 学生 2,000円（要学生証提示） 

 【出演者】  The90sASIA（ザナインティーズアジア） 

   TAISUKE/KATSUYA/YU-YA/Ruu/IBUKI/KAZANE/KYOKA/youki/KTR/SAKI 

   Maitinhvi（ベトナム）、MAMiQ（インドネシア）、Peach Pauline（マレーシア）、 

   Salt（インドネシア）、TE DOUBLE D Y_TEDDY（マレーシア）、Zyro Santos（フィリピン） 

 【演 出】 oguri（s**t kingz）、Jillian Meyers、スズキ拓朗 

 【内 容】 世界を舞台にダンスと演劇界で活躍する日・米の若手クリエイター3人が 90年代生まれ 

のアジアのスーパーダンサーたちと奏でる新感覚のストリートダンス舞台公演。 
 

『Shibuya StreetDance Week 2015』 開催概要 

『Shibuya StreetDance Week 2015』 プログラム内容 
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・『SSDW night ～immix～』 

  ～世界屈指のレベルの実力派ストリートダンサーによる SSDW特別クラブショーケース～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日） 

    18：00～20：00 （開場 17：00） 

 【会 場】 HARLEM 

 【入場料】 一般 3,000 円 / 学生 2,000円（要学生証提示） 

 【出場者】 NOPPO、McGee、MASAMI、YOUTEE、REIMI、SHINJI、AKIHIRO、SHIGERU、 

   GAN、HAYATO、SODEEP、東京ゲゲゲイ 

【内 容】 世界屈指のレベルの実力派ストリートダンサーを、異なるジャンル同士で組み合わせ

ること（immix）によって生み出される本イベント向けの特別クラブショーケース。 
 

＜参加プログラム＞ 

・『SSDW CONTEST』 

  ～高校生対抗ストリートダンス選手権～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日） 10：00～16：00  

 【会 場】 代々木公園野外ステージ  ※雨天決行・荒天中止 

 【参加費】 無料 ※11月 13日（金）募集締切 

 【内 容】 高校生を対象に、柔軟な発想と共同作業が必須となるチーム型のストリートダンスコンテ

ストを通じて次世代のルーキーの育成・発掘を目的として実施。また、連携団体やプロダ

ンサーによるゲストパフォーマンスも実施。 

・『Lecture Spot』 

  ～キッズ・シニアまでダンスに挑戦～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日）  

  ①10：00～11：00 キッズ・シニア向け（講師：UNO） 

  ②12：30～13：30 初心者・一般向け（講師：SORI） 

  ③15：00～16：00 初心者・一般向け（講師：AKIHIRO）  

 【会 場】 代々木公園イベント広場  ※雨天決行・荒天中止 

 【参加費】 無料 ※1レッスン 50名程度。先着順で当日会場内にて申し込み受付 

 【内 容】 プロダンサーによる無料の青空ダンス教室   
 ・『BATTLE PARK』   

 ～次世代のストリートダンサーによる白熱ジャンル別ソロバトルイベント～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日） 11：00～17：00  

 【会 場】 代々木公園ケヤキ並木  ※雨天決行・荒天中止 

 【参加費】 無料 ※11月 19日（木）募集締切 

 【内 容】 ジャンル別(HIPHOP/HOUSE/BREAK/ALL STYLES)ソロバトルイベント。同ジャンルで 2サ

ークル同時に開始。予選はサークルバトルからのオーディション形式。準々決勝以降か

らは各ジャンル勝者による 4人 1組のクルーバトルで優勝チームを決定。 

 ・『DANCE WITH music』 

  ～三浦大知による SSDWテーマソング「music」を踊ってみよう～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日） 11：00～17：00 ※3回予定 

 【会 場】  代々木公園野外ステージまわり ※雨天中止 

 【参加費】  無料 

 【内 容】  三浦大知による SSDWテーマソング『music』のサビ部分（約 8小節）の振付を、公式サ

イトにより開催日前に動画配信し、参加希望者が事前に覚え、当日、代々木公園内にて

みんなで一緒に踊る来場者自由参加型のダンスプログラム。 
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＜対話プログラム＞ 

 ・『Talk Spot』 

 ～異分野の表現者がストリートダンスについて熱く語り合う～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日）  

  ＜第 1部＞11：30～12：30 

   パネラー：未定 

  ＜第 2部＞14：00～15：00 

   パネラー：未定 

 【会 場】 代々木公園イベント広場 

 【参加費】 無料 

 【内 容】 ストリートダンスの過去、現在、未来の可能性を様々な視点から話し、知り、学ぶ、 

    異分野の表現者による対談。 

 ・『コミュニケーションブース』 

  ～ストリートダンスの社会的な役割を紹介～ 

 【日 時】 2015（平成 27）年 11月 22日（日） 11：00～16：00  

 【会 場】  代々木公園イベント広場  

 【参加費】 無料 

 【出演者】 福祉事業団体ソーシャルワーカーズ、教員団体 DANCE X“cross”、関東大学学生ダンス

連盟Σ 、ダウン症キッズ団体 LOVE JUNKS  他 

 【内 容】 ストリートダンスを教育や社会奉仕活動に取り入れている団体の活動紹介や、団体参

加者との対話の機会を設ける。活動内容のチラシの配布や、団体員への質疑応答などの

実施により、ストリートダンスを活用した様々な社会的な取り組みを知ってもらう。 
 

※全てのプログラムの内容は、都合により変更になる場合があります。 

※改めて 11月 16日（月）に、追加出演者決定リリースをいたします。 

 

 

-国際交流基金アジアセンターについて- 

国際交流基金は、世界の全地域において、総合的に国際文化交流事業を実施している日本の専

門機関です。アジアセンターは、2014 年 4 月に国際交流基金内に新設された特別ユニットであり、

アジアの中で、人と人とを繋げ、ネットワークを広げ、アジアの文化を共につくることを目指していま

す。音楽、演劇、映画やスポーツから日本語教育、学術まで、様々な分野で事業を実施しながら、

アジアの人々の交流活動をいろいろなかたちで応援していきます。また、東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催される 2020 年に向けて、日本とアジア諸国との文化交流を促進、強化する様々な

事業を実施していきます。 

 http://jfac.jp/ 
 

-アーツカウンシル東京について- 

東京芸術文化評議会から東京都知事への提言に基づいて 2012年に発足しました。世界的な芸術

文化都市東京として、芸術文化の創造・発信を推進し、東京の魅力を高める多様な事業を展開し

ています。 

URL：https://www.artscouncil-tokyo.jp/ 
 
 
 

 

-株式会社パルコについて- 

 

 

 

  

株式会社パルコが担うエンタテインメント事業は、演劇や音楽、映画、アート分野で新しいカルチャ

ーを積極的に紹介し、アンダーグラウンドシーンをアップグウンドに押し上げる一助を担ってきまし

た。2011年からは新しいエンタテインメントとしてストリートダンス舞台公演、KAATストリートダンス

フェスティバル（2011）、アスタリスク（2013・2014・2015）、s**t kingz（2014）、DANCE DANCE ASIA-

Crossing the Movements など話題の企画を国内外に発信しています。    

URL: http://www.parco.co.jp/ 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://sendai.parco.jp/common/images/common_logo_parco_002_L.png&imgrefurl=http://sendai.parco.jp/&h=400&w=1320&tbnid=QeLhooPC8jzQvM:&docid=YUHjgLodRpp_RM&ei=blDNVeaZKYSxmwXb06iwBQ&tbm=isch&ved=0CCIQMygfMB84yAFqFQoTCOaIs8TBp8cCFYTYpgod2ykKVg
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ＦＡＸ返信用紙 

 
『Shibuya StreetDance Week』PR 事務局 行 

 
 ※ ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、準備の都合上、本用紙にご取材のご希望をご記入の上、 

  11 月 19 日（木）までにご返信くださいますようお願い申し上げます。 
    

FAX : 0120-653-545 
 

 
 
 
  

 
ご取材に関しまして、下記表の該当箇所の□欄に✓をご記入ください。 

 

11 月 22 日（日） 

代々木公園『SSDW CONTEST』 □ 取材する 

代々木公園『Lecture Spot』 □ 取材する 

代々木公園『BATTLE PARK』 □ 取材する 

代々木公園『DANCE WITH music』 □ 取材する 

代々木公園『Talk Spot』 □ 取材する 

代々木公園『コミュニケーションブース』 □ 取材する 

11 月 22 日（日） 

HARLEM 『SSDW night ～immix～』 □ 取材する 

11 月 23 日（月・祝） 

渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

『A Frame』 
□ 取材する 

 
  ※ PR 事務局から取材に関する注意事項や時間帯など詳細事項について、お問い合わせさせて頂くことがございます。 

 

貴社名  

  貴紙・誌名／部署 ／ 

ご芳名 
                        

 

ＴＥＬ  

 携帯電話（当日ご連絡用）  

ＦＡＸ  

Ｅ－ＭＡＩＬ                ＠ 

撮影の有無 □有 ＜スチール（  ）台、 ムービー（  ）台＞     □無 

その他のご要望  

 

『Shibuya StreetDance Week 2015』 

送信先 


