
 
 

 

国内最大規模のストリートダンスの祭典 

『Shibuya StreetDance Week 2019』開催決定！ 

― 渋谷の街がダンスに彩られる一週間 ― 

2019 年 11 月 11 日（月）～11 月 17 日（日） 
 

◆ メインイベントは 11 月 17 日（日）代々木公園で開催 ◆ 
 

 

株式会社パルコが事務局を務める Shibuya StreetDance Week 実行委員会（実行委員長：大西賢治 

渋谷道玄坂商店街振興組合理事長）と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、

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、東京を文化の面から盛り上げる

Tokyo Tokyo FESTIVAL の一環として、渋谷の街をダンスで彩るストリートダンスの祭典『Shibuya 

StreetDance Week 2019』を、2019（令和元）年 11 月 11 日（月）から 11 月 17 日（日）に、

渋谷エリアで開催します。 

 

 

『Shibuya StreetDance Week 2019』（以下：

SSDW2019）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

良質なエンター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に、2015 年から

スタートした国内最大規模のストリートダンスの

祭典です。自己表現の手段として、またコミュニ 

ケーション・ツールとしてのダンスの力に注目が 

集まる中、「表現者（ダンサー）」・「参加者（オー  

ディエンス）」・「舞台（ステージ）」をひとつに繋ぐ

様々なプログラムを実施しています。今年もダンス

キャラバンやダンススタジオとの連携ワーク  

ショップなど、渋谷の街をダンスで彩る多様なプロ

グラムを展開、フィナーレを飾るメインイベント

は、11 月 17 日 (日）代々木公園で開催します。 

（メインイベントの詳細は、添付をご覧ください）  

 

 

報道関係者各位 

2019（令和元）年 8 月 26 日 

Shibuya StreetDance Week 実行委員会 
公益財団法人東京都歴史文化財団 

アーツカウンシル東京 
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SSDW 2019 アンバサダーと SSDW2019 のテーマソングに合わせてみんなで踊るオープンプログラム

「DANCE WITH music」の楽曲は追って発表します。 

 

SSDW の歩み 

2015 年  11 月 22 日、23 日（代々木公園/渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール） 

来場者数 延べ約 13,500 人  

 

2016 年  11 月 19 日、20 日（代々木公園/渋谷マークシティ/ studio mission） 

              来場者数 延べ約 18,500 人 

 

2017 年    12 月 3 日（代々木公園） 

ダンス・ディレクター（現在の名称：アンバサダー）に KENZO(DA PUMP)就任。 

              来場者数 延べ約 14,000 人 

 

2018 年  11 月 19 日～25 日 

（渋谷ストリーム前 金王橋広場/渋谷マークシティ/東急百貨店 本店/代々木公園） 

20 日 （ダンスキャラバン）、25 日 （メインイベント） 

アンバサダーに FISHBOY（RADIOFISH）就任。 

来場者数 延べ約 29,400 人（メインイベント 29,000 人/ダンスキャラバン 400 人） 

*連携プログラムを 11 月 19 日、23 日に TSUTAYA O-EAST、En Dance Studio、

DANCE WORKS、Shibuya eggman にて開催。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SSDW CONTEST（SSDW 2018） BATTLE PARK（SSDW 2018） 

【本件に関する一般の方からのお問い合わせ先】 

■株式会社パルコ エンタテインメント事業部 担当：中西幸子 

TEL: 03-3477-5857   MAIL: naka-sati@parco.jp  

■Shibuya StreetDance Week 事務局（ファイブメディット株式会社内） 

TEL：03-6450-3670（対応時間：10～17 時 ※土日祝日除く） MAIL：info@streetdanceweek.jp  

 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

Shibuya StreetDance Week 広報担当：左近充（さこんじゅう） 

TEL：090-8026-1390  MAIL：press@streetdanceweek.jp 

 

mailto:info@streetdanceweek.jp
mailto:press@streetdanceweek.jp
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［開催理念］ 

1. 表現者（ダンサー）、参加者（オーディエンス）、舞台（ステージ）を繋ぎ、幅広い客

層に支持される新しい芸術文化として、ストリートダンスのポジショニングを確立する。 

2. ストリートダンサーの聖地である渋谷からストリートダンスの魅力や本質的な価値を

国内外へ発信し、活力に溢れた街をつくる。 

 

［会期］  2019 年 11 月 11 日（月）～ 11 月 17 日（日） 

 渋谷エリアで様々なプログラムを展開。 

※メインイベント（11 月 17 日）は雨天決行、荒天中止 

（雨天時は内容を変更して実施予定）  

※プログラム詳細は決定次第公式サイトにて随時お知らせいたします。 

 

［会場］  メインイベント  代々木公園（野外ステージ・イベント広場） 

ダンスキャラバン  渋谷エリア商業施設 他 

フリーワークショップ studio mission  

連携プログラム  CLUB HARLEM、Shibuya eggman 他 

 

［入場料・参加費］無料 

 

［主催］  公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 

Shibuya StreetDance Week 実行委員会 

［助成・協力］ 東京都 

［後援］  公益財団法人東京都公園協会、一般財団法人渋谷区観光協会、東京商工会議所渋谷支部、 

商店街振興組合原宿表参道欅会 

［協力］  studio mission、CLUB HARLEM、Shibuya eggman 

［企画・制作・運営］ 

株式会社パルコ、ファイブメディット株式会社 

［制作協力］ 株式会社アノマリー、株式会社 LAST TRAIN GETTER、株式会社 ODORIBA 

 株式会社ワタナベエンターテインメント、株式会社ライジングプロダクション 

   

［事務局］ Shibuya StreetDance Week 事務局（ファイブメディット株式会社内） 

TEL：03-6450-3670（10:00～17:00※土日祝日除く） 

MAIL：info@streetdanceweek.jp 

 

［公式サイト］ http://www.streetdanceweek.jp 
［公式ロゴ］  

『Shibuya StreetDance Week 2019』開催概要 
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【日時】 2019 年 11 月 17 日（日）11:00 ～ 15:30（予定） 
【会場】 代々木公園（野外ステージ・イベント広場） 
【参加費】 無料 
※内容は都合により変更になる場合があります。 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

【コンテストやダンスバトル、青空ダンス教室も！ みんなが主役の参加プログラム】 

高校生ダンス部によるチーム型のストリートダンスコンテスト、ジャンル別ダンスバトル（予選はサイ
ファー形式＊、ベスト 8 以降はクルーバトル形式）、プロダンサーによる屋外でのワークショップ「青空
ダンス教室」や誰でも参加できる、みんなで踊ろう！「DANCE WITH music」など、誰もが SSDW の
主役になれるプログラムです。 

 

 
 
 
 

鑑賞プログラム 

参加プログラム 

SSDW メインイベント詳細 

【心躍る、特別ダンスショーケース！】 

『BLUE STAGE』 
 

ストリートダンスを通じて社会活動を行っている様々な

団体やストリートダンサーの聖地「SHIBUYA」を拠点に

活動するプロのダンサー達によるパフォーマンスの数々

が披露されます。 

 
今年のゲストパフォーマーは Hilty & Bosch、 
Omichi+KAZANE+KEIN、KikiRara に決定しました。 BLUE STAGE（SSDW 2018） 

① 高校生対抗ストリートダンス選手権 
『SSDW CONTEST』 

 
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・発掘を目的とした SSDW CONTEST（高校生対
抗ストリートダンス選手権）。全国から 20 チームが参加
し、若さとオリジナリティに溢れたパフォーマンスを披露し
ます。 

SSDW CONTEST（SSDW 2018） 
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LECTURE SPOT（SSDW 2018） 

BATTLE PARK（SSDW 2018） 

②ジャンル別のダンスバトル 『BATTLE PARK』 
 

ジャンル別サイファー形式＊バトルを勝ち抜いたダンサーが
4 ジャンルの代表による当日即席のチーム（4 人 1 組）を結
成し、勝者を決める SSDW オリジナルルールのダンスバト
ル。 

＊ バトル参加者がフロア内に自由にサークルを作り、DJ が一定時間回す

音楽に対して自由に踊りあってセッションを行う形式 

 

③プロダンサーが指導！ 青空ダンス教室  
『LECTURE SPOT』 

 
プロダンサーによる、様々なジャンルのダンスレッスンを
誰でも無料で受けることができるワークショップ。ダンス
についての理解を深めるレクチャーや、子供から大人まで
ダンス初心者でも気軽に参加できる体験レッスンなど、イ
マジネーションやクリエイティブな感性を刺激する双方向
型のプログラム。 
 

④SSDW2019 のテーマソングをみんなで踊ろう!  
『DANCE WITH music』 

 
SSDW テーマソングの楽曲にあわせたオリジナルの振付を
考案。オフィシャルサイトにその映像を配信し事前にその振
付を覚え、当日自由に参加することができるオープンプログ
ラム。 
当日は会場内の『LECTURE SPOT』でもレッスンが受けら
れます。 

DANCE WITH music（SSDW 2018） 


