2019 年 10 月 30 日
株式会社パルコ

報道関係者各位

国内最大規模のストリートダンスの祭典

『Shibuya StreetDance Week 2019』
詳細プログラム決定！
キックオフは渋谷ハチ公前広場など渋谷エリアのランドマークで開催される
11 月 11 日（月）の Shibuya DANCE CARAVAN
フィナーレを飾るメインイベントは 11 月 17 日（日）代々木公園にて

― 2019（令和元）年 11 月 11 日（月）～11 月 17 日（日）―
◆DANCE WITH ｍusic 振付動画、 YouTube で配信中！◆

株式会社パルコが一員である 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が
主催するストリートダンスの祭典『Shibuya StreetDance Week 2019』
（以下略：SSDW2019）の
詳細プログラムが決定しました。
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 年に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。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、今年は 2019 年 11 月 11 日（月）から 11 月
17 日（日）までの 1 週間にわたり、渋谷の街がダンスであふれる様々なイベントを展開します。
開催に先立ち、SSDW2019 のテーマソング『CHOREO（コレオ）』（GANMI feat.claquepot）の
DANCE WITH music バージョンの振付が完成しました。『DANCE WITH music』は皆で踊るオー
プンプログラムで、メインイベントのフィナーレを飾ります。DANCE WITH music 版の『CHOREO』
は ダ ン ス が 初 め て の 方 で も 気 軽 に 踊 れ る 振 付 に な っ て い ま す 。 練 習 用 動 画 は 、 YouTube
（https://youtu.be/mIGD2Rj8hw8）で配信中です。
ストリートダンサーの聖地"渋谷"で多彩なダンス・プログラムを観て、踊って、参加して、交流する、
楽しさノンストップの 1 週間に是非ご期待ください。
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Shibuya StreetDance Week 2019
渋谷がダンスであふれる 1 週間イベントカレンダー
11 月 11 日 (月)
■ Shibuya DANCE CARAVAN（シブヤダンスキャラバン）
ハチ公前広場でも開催決定！渋谷の街中をめぐる GANMI のパフォーマンス！
SSDW2019 アンバサダーの GANMI が渋谷の街中をキャラバンしながら、渋谷の代表的なランドマ
ーク（★渋谷駅ハチ公前広場/①渋谷キャスト ガーデン/②渋谷マークシティ イーストモール 1F
マークイベントスクエア/③東急百貨店本店 1F 正面口 特設スペース）でスペシャルショーケースを
披露。11 月 11 日は GANMI が結成された日でもあり、GANMI の Sota (ソウタ)は、「僕たちが
結成された記念の日に SSDW2019 のキックオフを迎えることは、嬉しさも 2 倍。活気にあふれる
渋谷の街をダンスでさらにパワーアップします」と抱負を語っています。
会場：渋谷駅ハチ公前広場/渋谷キャスト ガーデン/渋谷マークシティ イーストモール 1F マーク
イベントスクエア/東急百貨店本店 1F 正面口 特設スペース
時間：11：00～19：00

■ SSDW 提携プログラム「グリコ Night! vol.9」
ダンサー"ASANO"による今最も注目される若手をベースとしたイベント。
会場：Shibuya eggman (渋谷区神南 1-6-8 B1)
OPEN：23:30 CLOSE：翌 5:00

11 月 12 日 (火)
■ SSDW 提携プログラム J̲f̲脳ガズム企画「shhhhh～ダダ漏レナ夜ヲ～(秋)」
J̲f̲脳ガズムが企画する年に一度のアンダーグラウンドパーティー「shhhhh～ダダ漏レナ夜ヲ～」
秋の特別編。
会場：CLUB HARLEM (渋谷区円山町 2-4 Dr.ジーカンズ 2F、3F)
OPEN：22:00
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11 月 15 日 (金)
■ SSDW 提携プログラム「atmos pink NIKE AF1 ダンスコンテスト 決勝戦」
スニーカーショップ atmos pink 店舗で NIKE AF1 girls ダンスコンテストでの決勝戦を開催。優勝
者は 11 月 17 日（日）、SSDW メインイベントの BLUE STAGE のショーケースに特別参加する特
典が与えられます。
会場：atmos pink flagship Harajuku（渋谷区神宮前 6-5-3 イベリアビル １F）
時間：19:30～22:00
審査員： SANTA（サンタ）、Ami saitoh（アミ サイトウ）
、Elina mizuno（エリナ ミズノ）

11 月 16 日 (土)
■ SSDW FREE WORKSHOP
ストリートダンス文化の発展に大きく貢献してきた渋谷の街で HIPHOP のテクニックが無料で学べ
るワークショップ
会場：studio mission 702 (渋谷区道玄坂 2-10-12 新大宗ビル 4 号館 7F)
時間：19：30～21：30
講師：DJ MAR SKI (ディージェー マースキー)、akihic☆彡（アキヒコ）
詳細情報：https://www.streetdanceweek.jp/event/ssdw-free-ws

11 月 17 日 (日)
■ SSDW メインイベント
会場：代々木公園 野外ステージ・イベント広場（渋谷区神南 2-3）
時間：11：00～15：30
詳細情報：http://www.streetdanceweek.jp
会場に「MAIN STAGE（メインステージ）」
「BATTLE PARK(バトルパーク)」
「LECTURE SPOT(レ
クチャースポット)」「CHILL OUT SPACE(チルアウトスペース)」を設置。世界で注目される日本
のトップダンサーから社会人や大学サークルなどによるショーケース、高校生対抗ストリートダン
ス選手権(SSDW CONTEST)、ダンスバトル、青空ダンス教室、テーマソングに合わせて皆で踊る
「DANCE WITH music」、ストリートダンスを教育や社会奉仕に取り入れている団体の活動紹介な
ど、プロからダンス未経験者まで、また小さなお子様からご年配の方まであらゆる年齢の方々にお
楽しみいただける、
「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ます。
【本リリースに関する報道関係者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

TEL: 03-3477-5857

担当：中西幸子

MAIL: naka-sati@parco.jp

【本件に関する一般の方からのお問い合わせ先】
■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

【本事業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
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ご参考
＜ショーケース参加団体＞（順不同）
リクルートダンス部
駒澤大学ストリートダンスサークル KST（駒澤大学ストリートダンスサークル ケーエスティ）
NPO 法人 wa-shoi 親子ダンス / twinkle SMILE チーム（NPO 法人ワッショイ親子ダンス / ト
ゥィンクルスマイルチーム）
LJ BREAKERS from LOVEJUNX(エルジェーブレーカーズ フロム ラブジャンクス)
@eggman Dancer's（アット エッグマン ダンサーズ）
RENAISSANCE ALL STARS 9th（ルネサンス オールスターズ ナインス）
DANCE X "cross"（ダンス ”クロス”）
なるたか
専門学校東京アナウンス学院
VAW 栄光ハイスクール / Minerva(バウ栄光ハイスクール / ミネルヴァ)
東京ビジュアルアーツ ダンス学科
DA TOKYO（ディーエー トウキョウ）
T.U.Dancing Club WISH(ティーユー ダンシングクラブ ウィッシュ)

＜「SSDW CONTEST」
（高校生対抗ストリートダンス選手権）参加校＞（順不同）
杉並学院高等学校
上野学園高等学校
埼玉県立杉戸高等学校
二松學舎大学附属高等学校
品川エトワール女子高等学校
立川女子高等学校
神奈川県立横浜明朋高等学校
川口市立高等学校
宝仙学園高等学校 共学部
目黒学院高等学校
埼玉県立不動岡高等学校
東京都立光丘高等学校
神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校
東京都立狛江高等学校
東京都立調布北高等学校
東京都立清瀬高等学校
東京都立杉並高等学校
東京都立白鴎高等学校
東京都立練馬高等学校
文教大学付属高等学校
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『Shibuya StreetDance Week 2019』開催概要
［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（令和元）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

渋谷駅ハチ公前広場/渋谷キャスト ガーデン/
渋谷マークシティ イーストモール 1F マークイベントスクエア/
東急百貨店本店 1F 正面口 特設スペース

フリーワークショップ

studio mission

連携プログラム

CLUB HARLEM、Shibuya eggman、atmos pink

［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

［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、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］

東急百貨店本店、渋谷マークシティ、渋谷キャスト、studio mission、CLUB HARLEM、
Shibuya eggman、En Dance Studio、atmos pink、PARIS MIKI、
アトリエフロラリー

［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］
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