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インフルエンサー高校生向け
ダイレクトPR支援

～企業と高校生を「ダンス」でつなぐ～



①高校ダンス部専門マガジン『ダンスク！』でのPR
＞＞ウェブ／フリーマガジン／SNSでの告知展開

②ダンス部のある高校へのルートプロモーション
＞＞ご紹介／サンプリング／撮影／アンケート／顧問へのメルマガ

③10代ダンス系SNSインフルエンサーによるPR
＞＞Instagram／YouTube／Twitter／キャスティング

④ダンス系コンテンツ制作／イベント制作
＞＞動画制作／広告制作／ライティング／ダンスワークショップ等

企業と高校生をDANCEでつなぐ④つのルート



①高校ダンス部専門マガジン『ダンスク！』でのPR
＞＞ウェブ／フリーマガジン／SNSでの告知展開

『ダンスク！』は日本で唯一のダンス部専門メディアです！
【フリーマガジン】
・全国中高ダンス部2,000校の顧問へ直接配送
・隔月中旬刊行（1・3・5・7・9・11月）
・毎号40,000～50,000部
・A4変形／16ページ
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【WEBサイト】d-s-k.jp
・100,000UU／400,000PV
・すべて希少性・資料性の高いオリジナル記事
・Yahoo!記事への転載アリ
【SNS】ダンスク公式Twitter6,500ユーザー／
Instagram1,200ユーザー）
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>>>媒体資料はコチラ

R

http://d-s-k.jp
http://www.d-s-k.jp/
https://twitter.com/Danstreet203
https://www.instagram.com/danstreet_snap/
https://d-s-k.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/dsk_media_adv190613.pdf


②ダンス部のある高校へのルートプロモーション
＞＞サンプリング／写真動画撮影／アンケート／顧問へのメルマガ

全国ダンス強豪校へ直接リーチができます！
＞＞サンプリング／アンケート調査／ご紹介（現在2,000校対象）
＞＞ダンス部を絡めたコンテンツ制作
＞＞ダンス部顧問へのメールマガジン（現在400校）
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※企業が高校や部活や高校生にリーチすることは難しいです。弊社は、ダンス部向け
媒体を運営しているコネクションや信頼によって「企業とダンス部員をつなぐ」お
手伝いができる唯一の企業です
※ダンス部以外にも、全国強豪サッカー部のへの同様の依頼もご相談できます。
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https://www.youtube.com/watch%3Fv=AexFb2Zc7IE&list=PL1XHA2SbhfRk03MKFV_y02rYwPSLfCpGV
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ys_blNUsuDs&list=PL1XHA2SbhfRmeGchK2TsDxHOWZWM8Rvn9
https://d-s-k.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/dansuku06-min.pdf
https://nbfind.jp/


③10代ダンス系SNSインフルエンサーによるPR
＞＞Instagram／YouTube／Twitter／キャスティング
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弊社独自のインフルエンサーDANCERのコネクションを活用
高校生ダンサー、ダンス部、キッズダンサー、プロダンサー、アーティスト、YouTuber…etc.
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https://www.instagram.com/miyudance_/
https://baby-g.jp/girlsparty/266/
https://www.youtube.com/channel/UCjmm5DiA6RqVY9tIf3bz4dA
https://nobi-kids.jp/mediatreport/pro_vol3


④ダンス系コンテンツ／イベント制作
＞＞動画制作／広告制作／ダンスワークショップ／ライティング等

★動画制作（例：ポカリスエット／ベスト進学ネット）
>>YouTubeでさまざまなダンス動画を制作・投稿し、御社の
ブランディングとプロモーションをサポートします！

★イベント制作（ダンスワークショップ／講演会）
>>高校ダンス部へ訪問し、一流講師によるダンスワークショップを
開催。指導者の少ないダンス部から企業への親しみが生まれます。

★ウェブ記事制作
（例：カシオ計算機／ニベア花王／ニューバランス／ノビエース）
>>コンテンツマーケティングとなるウェブ記事を制作。

★ダンス部コンテスト＆公演への協賛ご案内
（ダンススタジアム／DCC／チームダンス選手権、他）
>>多種多様なダンス部大会の協賛を目的や展開時期に応じてご案内

★ライティング（書籍『ダンス部ノート』／Yahoo!掲載記事）
>>専門性の高いダンス記事から一般向けのダンス記事までご要望に
合わせて制作します。
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https://www.kao.co.jp/relief-activelifejournal/journal02/
https://www.kao.co.jp/relief-activelifejournal/journal02/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=7iQR26Vqrr0


マガジン掲載面 広告掲載料金

マガジン＆ウェブ料金表

!" ! "##$###

!# ! %##$###

!$ ! %##$###

%&'( ! )##$###

!"#$%&'() ! "##$###*

!Æõ§Ø∞±Æ≤≥¥µëJ9%9%∂;∑∏πN|
!Æõ§∫I<ªºéë|ùΩæk&ø)9%¿≤≥¥µë|
!∂¡¬√ƒ≈/É≤∆à≠*51)<9«»… À∆ÃÕŒœµë|
!–—l“”9‘’÷◊∑ÿ«Ÿº|⁄€§‹’÷∑›‹fi∑ÿ«Ÿº†
≥¥µë|

!"#$%&'()*+,-.

/$%&'(012!"34

5#"31267894:!$3;<=

/#/%/"/&/'/##:12

/>?012#"34@AB012#$34

!#(CDEFGH!")**+IJK!#$**5,-LM=
!N"#O?9PQR-GSTU>?VWXYZ
![A\]^_`abcdeN"#6O?/fg/hi
S9j4klm>n;oZpdUBqVWXYZ

ウェブ掲載面 広告掲載料金
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＞＞お気軽にお問い合わせください！
info@d-s-k.jp
03-6421-3275

http://d-s-k.jp


ルートプロモーション＆その他

学校ルートプロモーション＆SNS関連 料金表
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＞＞お気軽にお問い合わせください！
info@d-sk.jp
03-6421-3275
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http://d-sk.jp


＊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
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名称：株式会社 ディーエスケイ
代表取締役：石原久佳
設立：2011年5月
住所：
（目黒）東京都目黒区柿の木坂1-26-5
（渋谷）東京都渋谷区代官山町9-10
電話：03-6421-3275
代表アドレス：info@d-s-k.jp
会社サイト：d-s-k.jp/company

【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
■編集プロダクション事業
■ウェブサイト制作
■ダンス系イベント制作
■SNSインフルエンサー紹介
■高校ルートプロモーション
■キャスティング
■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
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～会社概要～

ルート プロモーション事業
★企業を学生をつなぐお手伝い
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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
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www.d-s-k.jp/company

SNSインフルエンサー
キャスティング

★プロダンサー/高校ダンス部／キッズ

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

