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★高校生女子の人気部活ランキング 
1）ダンス部 
2）吹奏楽部 
3）軽音楽部 
4）バスケ部 

★キッズ～ティーン女子の習い事ランキング 
1）ピアノ 
2）英語 
3）ダンス 
4）水泳 

★東京五輪に向けて日本の代表カルチャーに 
リオ五輪の閉会式で見せたように、日本の新カルチャーとしてダンスが注目が集まっています。 
人口・クオリティ・独創性すべてにおいて世界をリードする日本のダンスは、2020年にオリンピッ
クの「華」となるに違いありません。 

★2013年からダンス部は吹奏楽部を抜いて女子の人気・人口１位！ 
★ダンス部のある学校は東京・大阪など都心を中心に全国に広がる！ 
★創作ダンス部、チアダンス部などが続々とストリート系ダンス部に移行！ 
★特に進学校・私立・女子校でダンス部は盛り上がり、 
　かつてのストリートのイメージからは逆転現象に！ 

★ここ５年でベスト３にランクインした「ダンス」 
★ストリートダンスがバレエの人口を抜く！ 
★2012年から公立中学校でダンスが必修化！ 
★日本のストリートダンス人口は400万人！ 

いま学校内で影響力を持つのは「ダンスをやってる女子」。 
彼女たちのアクティブ＆ポジティブな発信力がこれからの日本を元気にします！ 
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～イベント参加・タレントも輩出～ 
DANSTREET所属のモデルは、前身の雑誌『ダンス・スタイ
ル・キッズ』時代に弊社のオーディションで選ばれ、現在エ
ンタテインメント分野で活躍中。 

～サイト開始時には雑誌化～ 
DANSTREETの「ダンス×ストリート」というコン
セプトに注目が集まり、サイト開設時には
KADOKAWAより雑誌化されました。 

【概要】 
★対象：10~18歳（高校生中心） 
★男女比：女子8割／父兄１割／男子１割 
★2013年8月スタート 
★月間平均UU：100,000人 
★月間平均PV：300,000 

サイトの 
評価ランク 

※シミラーウェブ調べ 
ダンス系情報サイトで… 

★国内ランキング２位 

10代向けダンス情報サイトでは… 
★国内ランキング独走の１位 
�

ダンス部向けサイトでは… 
★国内ランキング独走の１位 



DANSTREET記事の中でも、大きな閲覧
数とリツイート数を稼ぐのがダンス部大
会の速報レポート。平均1,000人以上の
高校生が参加するダンス部大会の全チー
ムの批評を、DANSTREET／ダンスク編
集長が行ない、ステージ写真も即日に
アップする。その批評性と速報性により、
参加者のみならず同級生や家族などを巻
き込んで、大きなBUZZを生み出します。 

★DANSTREETの記事は 
キュレーション記事ではなく 
すべてオリジナル！ 

HIGH	SCHOOL
	

DANCE 10
	

K-POP J-POP K-POP
K-POP 	

OTHERS

※PDFデータ上では各カテゴリーから実際のページへジャンプできます 

★大反響！ダンス部大会の速報レポート 

▲全チーム 
　レポート ▲Twitter拡散で 

　大反響！ 

ニュースカテゴリー 

http://www.danstreet.jp/category/highschool/
http://www.danstreet.jp/category/dance/
http://www.danstreet.jp/category/k-pop/
http://www.danstreet.jp/category/others/


DANSTREETのインスタグラマー＝ 

【ReiNa】ダンス、ファッション、
SNSで大きな影響力を持つ中学3年生 

h6p://www.danstreet.jp/danstagram/

ティーンダンサーに影響力を持つ登録インスタグラマーによる、リアルなビジュアルメッセージ。登録インスタ
グラマーは70人、合計135,868のフォロワー数。ダンス、ファッション、音楽で最新のリアルスタイルを見せ
てくれます。　（2016年11月現在） 

ツイッターだけでも楽しめるDANSTREETコンテンツ 
DANSTREETの各ニュース記事は「DANSTREET/ダンスク！」共有のTwitterアカウントで拡散され、Twitter
独自のニュースや動画写真コンテンツも頻繁に更新されます。動画写真コンテンツはInstagramでも拡散。 

2016年11月現在のTwitterフォロワー数：4,000人 
うち女子高生が７割 
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【ako】海外での公演・TV出演 
など、世界で活躍する中学生 

【Rio】バトルにも出場する実力派 
ダンサーで、モデルとしても活躍中 

http://www.danstreet.jp/danstagram/


　　　ネット上で最もキャッチーな「ダンス動画」を使った数々のイベント企画 
何かとネット上で話題になるダンス動画は、ウェブ上のコンテスト企画としてもティーンの吸引力が高いです。
DANSTREETでは、過去にアーティストの楽曲プロモーションを兼ねたダンス動画コンテストを数多く開催。 
ウェブ上、SNS上で大きな話題を作ります。 

クレポちゃん 
DANCEコンテスト 

防弾少年団スゴ技中高生 
制服ダンスバトル 

A Pinkチュ～♡ 
DANCEバトル10 

　　DANSTREETストア 
連動メディア「ダンスク！」の個人向け販売やオリジナルグッズ、 
オリジナル書籍を販売中。 

YouTub
e総再生回

数 

270万回
突破！ 合計200

組以上が
参加 

動画リツ
イート総

数 

 4,500以
上！ 

人気アー
ティスト

× 

制服×超絶
ダンスス

キル

の面白さ
！ 

http://www.danstreet-store.jp


～ダンスでスクスク！スクール（部活）ダンサー応援マガジン～ 

【概要】 
・全国ダンス部2,000校のダンス部顧問へ直接配送 
・隔月中旬刊行（1・3・5・7・9・11月） 
・毎号40,000～50,000部（イベント配布数により変動） 
・A4変形／16ページ～32ページ 

【主な内容】 
・ダンス部にとってのダンス上達ノウハウ 
・ダンス部訪問レポート（毎号連載） 
・編集長やプロダンサーによる評論 
・ダンス部にまつわるDATA統計 
・ダンス部員・顧問・コーチの声 

これだけスマホが普及し、SNSがコミュニケーションの主流になっていくと、その反動である「揺り戻し」が起
こり始めます。ダンスがこれだけ盛り上がっている理由の一つには、人と人がぶつかり合う生身のコミュニケー
ションの面白さがあり、スマホの画面に疲れた若者の目には、紙媒体の確実な情報伝達力が新鮮に映ります。そ
の経緯と意義＝教育現場で行なわれるダンスの素晴らしい可能性を伝えるべく『ダンスク！』は2015年7月にス
タートしました。 
 



2010年～キッズダンスブーム 
★人気の習いごととして定着 
（小学生女子の部3位） 

★キッズダンスイベントの一般化 
★雑誌『ダンス・スタイル・キッズ』創刊 

2011年～エンタメとしてのダンス 
★EXILE、Perfumeなど踊れるアーティスト台頭 
★テレビ・ネットでダンスが注目コンテンツに 
★世界で活躍する日本人ダンサーの登場 

2012年～中学ダンス義務教育化 
★中学生25万人がダンスに 

触れ合う機会 
★「教育としてのダンス」に注目が集まる 
★風営法によるダンス営業規制が緩和の動き 

日本のダンス競技人口＝400万人 

★「キッズダンス黄金世代」と呼ばれる、2000年生まれの子供たちが高校生の年
齢に育ち、まさに「ダンスネイティブ」な世代が台頭。 
  
★ダンス義務教育化による学校側の理解と応援が深まった環境下で、学生たちの
アクティブな動きとして「ダンス部」が盛り上がる。 
  
★アートでありスポーツ～文化系と体育会系のブレンドである今の時代との相性
の良さや、女子が主役になれる部活であること。 
  
★ダンスで育まれる創造性（クリエイティブ）と強調性（コミュニケーショ
ン）が、これからの教育（アクティブラーニング）に有効であること。 
  
★ダンス部員は、学校でいわゆる目立つタイプ＝インフルエンサー。かつては、
学校外で羽を伸ばしていたタイプの女子がダンスで青春する時代に。 
  
★ダンス部主要大会は、官公庁や自治体、大手スポンサーにサポートされる優良
コンテンツ。男子が野球とサッカーならば、女子はダンス！ 

中高ブカツの新ジャンル＝「ダンス部」の盛り上がり背景 



＊その他、神奈川県や渋谷区などの自治体が主催する高校ダンス部コンテストが毎年開かれています。 

ダンススタジアム（日本高校ダンス部選手権） 
＞＞最大規模開催、ダンス部界の甲子園的存在。予選7カ所開催、393校、7,629人参加。 
 
 
 
 
 
全日本小中学生ダンスコンクール 
＞＞朝日新聞主催、小学校のクラス参加から、中学校のダンス部参加、スタジオ参加なども可能な裾野の広い大会。 
 
全国高等学校ダンス部選手権（DCC） 
＞＞avex、夏のa-nationで開催、漢字二文字で表現する作品、華やかさNo.1。 
 
日本ダンス大会 
＞＞スポーツメーカーのミズノが関わる、「見て学ぶ」ダンス部大会 
 
全国高等学校チームダンス選手権 
＞＞ダンス部顧問の教員たちによる大会。公式大会（インターハイ）を目指す。 
 
  
高校生ライブMUSIC DAYS 
＞＞軽音楽部とダンス部が参加するミックス型高校生大会 
 
USA Nationals 
ミスダンスドリル 
＞＞アメリカのチアダンス団体が主体。最近はヒップホップ部門も盛ん。 
 
  
全日本高校・大学ダンスフェスティバル 
＞＞長い歴史を持つ創作ダンス主体の神戸の公式大会 
  

こんなにある！ ダンス部大会�





広告ご案内 

ダンス部サンプリング 
SNSプロモーション 

Instagram	&	 wi6er

Update:2016.11.15	
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SNS

Instagram Twi6er 	

		

・SNSプロモーションの強み６ポイント ・



①タイアップ広告 

基本プラン 

　大塚製薬さま　　　　　ニベア花王さま　　　  カシオ計算機さま　　ポニーキャニオンさま 

AIRI
BABY-G

K-POP

Twi6er

SNS MIX

http://d-s-k.jp/dansuku/


②純広告　　 	

基本プラン 

マドラスシューズさま 
JADE A/W 2016 

	

avexさま 
全国高等学校ダンス
選手権大会 

ニベア花王さま 
8x4 ボディーフレッシュ 

大塚製薬さま 
ポカリスエット 

http://d-s-k.jp/dansuku/


掲載面　　　　　　　　 広告掲載料金 

料金表 

600,000	

400,000	

400,000	

4C1P 350,000	

4C	1/2 200,000	

4C	1/3 150,000	

200,000

2016 11

25 	
15 20

15 10
	
1P 258mm	×	 210mm A4

	



PDF 	
!!	avex 2016 	

	
	 	

AOA !!!	“WOW	WAR	TONIGHT	

①バナー広告 

②ネイティブAD 
10,000PV

③SNS情報拡散 
DANSTREET/ Twi6er

4,000 2016 11

基本プラン 

http://d-s-k.jp/web/225/
http://www.danstreet.jp/others/22626/
http://www.danstreet.jp/others/21619/
http://www.danstreet.jp/others/21344/
http://www.danstreet.jp/k-pop/24592/


バナー位置と各料金 ～インプレッションに重きを置いたバナー広告～ 

TOP 	
①② 150,000 	
	

	
	

300px	×	 250px	

	
danstreet.jp	

	
danstreet.jp	

レクタングル 
バナー① 

 
レクタングル 
バナー② 

	
50,000 	

320px	×	100px

レクタングル 
バナー① 

レクタングル 
バナー② 

レギュラーバナー 

レクタングル 
バナー① 

 
レクタングル 
バナー② 

レギュラーバナー 

レギュラーバナー 



④動画制作・拡散　　

基本プラン 

	
DA	TOKYO YouTube 	

!?

⑤ダンスコンテスト企画  　
A	Pink DANCE 10… 	

100,000 2,500,000

DANCE … Twi6er 30 	
200 	

Twi6er

	

http://www.danstreet.jp/vote/
http://www.danstreet.jp/crayonpop/
https://www.youtube.com/watch?v=3C8YnDlBEzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5VLQP--DkHE


掲載面　　　　　　　　 広告掲載料金 

料金表 

150,000 	

50,000 	

AD 50,000 	

300,000 	

	

2016 11

★フリーマガジン『ダンスク！』とのカスタムプランをおすすめします。 
★ご要望に応じてプランをご相談させていただきます。 
　お気軽にコチラ（info@d-s-k.jp）へお問い合わせください。 

http://www.danstreet.jp/contact/


SNSプロモーション 
Instagram&Twi6er

①インフルエンサーによるビジュアル拡散 
DANSTREET 	

1,000 10,000
h6p://www.danstreet.jp/danstagram/

②インフルエンサーによるTwitterでの情報拡散 
Danstagram

DANSTREET 4,000 	

★料金・実施内容についてはコチラ（info@d-s-k.jp）へお問い合わせください！ 

基本プラン 

http://www.danstreet.jp/contact/
http://www.danstreet.jp/danstagram/


中学高校へのサンプリング・アンケート企画 
	

★料金・実施内容についてはコチラ（info@d-s-k.jp）へお問い合わせください！ 

全国2000校の中高ダンス部との 
コネクションをご活用ください！ 

	

http://www.danstreet.jp/contact/


＊ご要望に応じて、各プランを組み合わせたご提案をさせていただきます。 
　ぜひコチラ（info@d-s-k.jp）までお問い合わせください。 

DSKにしかできないインフルエンサー女子高生 
MIXリアルプロモーション 
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ティーンダンサー＝インフルエンサー女子高生 
1,000,000人 

http://www.danstreet.jp/contact/


名称：株式会社 ディーエスケイ 
設立：2011年5月 
住所：〒152-0031 
東京都目黒区中根2-12-22 
マグノリアコート203 
代表取締役：石原久佳 
 
【業務内容】 
■メディア事業（ウェブ／雑誌） 
■プロモーション事業 
■広告代理業 
■通販サイト事業 
■編集プロダクション事業 
■ウェブサイト制作 
■イベント制作 
■アパレル・グッズ制作 
■オーディション・育成事業 
■各種コンサルティング 
■オウンドメディア構築支援 
■コンテンツマーケティング支援 

ダンス系メディア事業 
 ★10代の興味である「ダンス」「音楽」「ファッション」に特化した各運営メディア 

ŉƜǃƗǄƗƛƄƿǄƌƞƘŊ	
ĿƌƞƘƜǃƗŭƨƄƬƿÎcS�

ŉDANSTREETŊ	
ĿƠƃǅǃIŗƜǃƗħĂ�

～会社概要～ 

音楽系メディア事業　★音楽系女子ゼッタイ応援メディアとして「mg.」を展開 

mg.live�ƍƛ]ƊƫƆ	
Ŀƍƛǅ]bţŗŭƍƛǅ]bƽƄƬ�

ħĂŉmg.Ŋ	
Ŀĭ´ǋƫƁƞƕƻǃĂ�

musicgirls.net	
Ŀĭ´]bƒƳƹƥƠƃ�

ŉƜǃƗƎǆŊ	
ĿƜǃƗěIŗƛǅƑƞƢƵơƃƂ�

編集プロダクション事業 
★雑誌制作のクリエイティブを活かした 
　紙メディア制作 

ダンス特化コンテンツマーケティング 
★ネットでBUZZるダンス動画でのPRご提案 

ŉDANSTREETŊ	
Ŀ10�ƜǃƓǅIŗ�VƓƄƢ�

www.d-s-k.jp 

http://www.d-s-k.jp

