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TOPICS/01

ルフィとチョッパーが JSDAの
メインビジュアルキャラクターに決定!!

「JSDA」と「ONE PIECE」による夢のコラボ企画！
原作は週刊少年ジャンプで絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガで、
1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、
1999 年より TV アニメーションも放送されている「ONE PIECE」
。
そのメインキャラクターとしてお馴染みの ルフィ と チョッパー が、
JSDA のメインビジュアルキャラクターに！
この夏、7月19 日（土）
、20 日（日）
、21日（祝・月）
にエイベックス・アーティストアカデミー各校にて開催される
「第 5 回 JSDA 公認ストリートダンス検定」を始め、
JSDA の様々な活動をルフィとチョッパーがサポートしてくれます！

TOPICS/02

Presents

アニソン ダンス コンテスト 開催決定!!
〜 Anison Dance Contest 〜

アニメソング×ダンスで魅せる新世界を体験しませんか? この夏、アニソンダンス王になるのは誰だ!?
コンテストの詳細は、6月20日にJSDAオフィシャルサイトにて発表いたします!!
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第5回

JSDA公認

ストリートダンス検定開催 !!
私たちJSDAは日本のダンスレベルをより高め、

世界へ挑戦出来る機会を創出し、支援していきたいと考えています。
ダンスイベントの後援、スキルレベルの整備、企業からのダンスワークに対する
的確な人材提供など、優秀なダンサーに多くの機会や支援を行い、
今後の様々なニーズに応えるためストリートダンス検定を実施しています。

概
日

程

2014年7月19日（土）、20日（日）、21日（祝・月）
※午前9時ごろに受付開始予定

ジャンル

HIPHOP
JAZZ

※受検の受付は年齢順となります

オープン、プレ・エレメンタリー、エレメンタリー、プレ・インターミディエイト、インターミディエイト、アドバンス
オープン、プレ・エレメンタリー、エレメンタリー、プレ・インターミディエイト、インターミディエイト、アドバンス

2014年6月1日（日）〜 6月30日（月）
2014年6月1日（日）〜 6月10日（火）

申

込

申込期間
早期申込

金

額

JSDA本会員/準会員 5,000円（税抜）
一般 7,500円（税抜）

会

場

エイベックスアーティストアカデミー各校他

申込方法

要

※場合によっては、会場が変更になる可能性もございます

JSDAのオフィシャルホームページよりお申込頂けます
http://jsda.info/index.html

インストラクター資格試験
試験日
1次は書類審査
2次試験7月17日（木）、
3次試験7月30日（水）
会場
エイベックス・アーティストアカデミー東京校・大阪校
対象者
①JSDA公認アドバンスライセンス保持者
②20歳以上でかつ3年以上または300レッスン 以上の実務経験者
1次審査 書類審査用の提出書類の期限は検定申込みと同様。
提出書類 履歴書、職務経歴書、振付映像（最低3作品から最高5作品まで）
※1次通過者のみ2次試験の詳細開示します
※自身が振り付けをしパフォーマーとして参加している作品または、スクール発表会の映像（人数不問）
※アドバンス資格取得者は、履歴書と職務経歴書のみ提出

早期申込みキャンペーン
J S D A オ リジ ナ ル グッズ をプ レ ゼ ント ! !

キャンペーン申込み期間

2014年6月1日
（日）
〜6月10日
（火）

6月10（火）までに受検料の入金を済ませた方が対象となります。 ※通常の申し込みは2014年6月1日（日）〜 6月30日（月）までとなります

■申込み方法

JSDAユーザー IDを取得している方

JSDAオフィシャルサイトよりマイページへログインし【検定申込】よりお申込手続きを行ってください

JSDAユーザー IDを取得していない方

JSDAユーザー IDを取得後マイページへログインし【検定申込】よりお申込手続きを行ってください

■受け渡し

検定当日に受付にて商品をお渡しいたします。

※複数受検される方は、検定初日に商品をお渡しいたします。※複数受検される場合でも、商品はお１人様1つとなります。
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申込みから合否までの流れ
申込期間

2014年6月1日（日）〜 6月30日（月）

申込方法

JSDAのオフィシャルホームページよりお申込頂けます

http://jsda.info/

検定レベル別スケジュール

日程

ジャンル

7月19 日
（土）

HIPHOP

7月2 0 日
（日）

HIPHOP

7月2 1 日
（祝・月 ）

HIPHOP

合格発表

8月1日

JAZZ

JAZZ

JAZZ

レベル
アドバンス
エレメンタリー
インターミディエイト
オープン
インターミディエイト
オープン
アドバンス
エレメンタリー
プレ・インターミディエイト
プレ・エレメンタリー
プレ・インターミディエイト
プレ・エレメンタリー

WEBサイトにて発表

ダンスライセンス 取 得 の４つ のメリット! !

01.

オーディションの
優先通過

エイベックス・プロワークスより提供されるオーデ
ィションにおいて、ライセンスレベルをもとに審査
を優先的に通過する事ができます。

02.

上位クラスの
テスト免除

取得ライセンスレベルをもとに上位クラスへのテス
トが免除されます。

03.

ワークショップ・
イベントの優先受講

世界で活躍するトップダンサーやアーティストと共
演できるイベントやワークショップを優先的に受講
できます。

04.

ダンス活動の
サポート

アドバンスライセンス取得者にはスキル向上の為の
レッスンを付与し、優先的なダンスワークの提供を
いたします。
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JSDA公認ストリートダンス検定

対策

ワークショップ開催 !!

第5回JSDA公認ストリートダンス検定に向けてJSDA公認スタジオにて対策ワークショップを開催いたします！
JSDA公認ストリートダンス検定に即した内容で、基本的なステップやそのポイントを分かりやすく
学べるワークショップとなります。是非皆さん、検定対策ワークショップに参加してダンスライセンス取得を目指しましょう!!

金

額

JSDA本会員/一般

2,700円（税込） ※お支払いは、ワークショップ当日の会場にてお願い致します。

申込方法

エイベックス・アーティストアカデミーのオフィシャルホームページよりお申込下さい。
URL : http://aaa.avex.jp/

申込期限

開催日程の4日前の19:00まで

※先着順。但し、満席となり次第に締切となります。

東京

【主催】エイベックス・アーティストアカデミー東京校 【会場】代々木パークスタジオ

会場アクセス http://step-creation.co.jp/access/

日時

問い合わせ 03-3423-7070（受付時間 11:00 〜 19:00）

レベル

対象

定員

7月6日（日）13:00 〜 14:30（集合／ 12:30）

【HIPHOP】インターミディエイト

中学生以上

40名

7月6日（日）15:30 〜 17:00（集合／ 15:00）

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生・6年生

40名

7月6日（日）18:00 〜 19:30（集合／ 17:30）

【HIPHOP】エレメンタリー

中学生以上

40名

7月13日（日）13:00 〜 14:30（集合／ 12:30）

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生

40名

7月13日（日）15:30 〜 17:00（集合／ 15:00）

【JAZZ】エレメンタリー

小学生3年生以上

40名

7月13日（日）18:00 〜 19:30（集合／ 17:30）

【JAZZ】インターミディエイト

小学生5年生以上

40名

名古屋

【主催】エイベックス・アーティストアカデミー名古屋校 【会場】エイベックス・アーティストアカデミー名古屋校

会場アクセス http://aaa.avex.jp/environment/nagoya/

日時

問い合わせ 052-586-0888（受付時間 11:00 〜 19:00）

対象

定員

6月7日（土）21:00 〜 22:30

【HIPHOP】オープン＆エレメンタリー

中学生以上

25名

6月8日（日）13:30 〜 15:00

【HIPHOP】オープン＆エレメンタリー

小学生のみ

25名

6月8日（日）15:50 〜 17:20

【JAZZ】オープン&エレメンタリー

小学生のみ

25名

レベル

6月12日（木）19:10 〜 20:40

【JAZZ】オープン&エレメンタリー

中学生以上

25名

6月14日（土）21:00 〜 22:30

【JAZZ】インターミディエイト

小学5年生以上

25名

6月17日（火）17:30 〜 19:00

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生以上

15名

6月19日（木）19:10 〜 20:40

【JAZZ】エレメンタリー

小学生以上

25名

6月19日（木）20:50 〜 22:20

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生以上

30名

6月21日（土）21:00 〜 22:30

【HIPHOP】エレメンタリー

中学生以上

25名

6月22日（日）15:50 〜 17:20

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生のみ

25名

6月22日（日）17:40 〜 19:10

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生以上

25名

6月28日（土）16:00 〜 17:30

【JAZZ】オープン&エレメンタリー

小学生以上

15名
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大阪

【主催】エイベックス・アーティストアカデミー大阪校 【会場】エイベックス・アーティストアカデミー大阪校

会場アクセス http://aaa.avex.jp/environment/osaka/

日時

問い合わせ 06-6213-0909（受付時間 11:00 〜 19:00）

レベル

対象

定員

6月8日（日）19:40 〜 21:10

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生以上

20名

6月9日（月）17:40 〜 19:10

【JAZZ】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

20名

6月10日（火）21:00 〜 22:30

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生以上

20名

6月15日（日）16:00 〜 17:30

【HIPHOP】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

25名

6月15日（日）17:40 〜 19:10

【JAZZ】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

20名

7月6日（日）14:50 〜 16:20

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生以上

20名

7月6日（日）17:40 〜 19:10

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生以上

20名

7月7日（月）17:40 〜 19:10

【JAZZ】インターミディエイト

小学5年生以上

20名

7月8日（火）21:00 〜 22:30

【HIPHOP】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

25名

７月12日（土）16:00 〜 17:30

【JAZZ】エレメンタリー

小学生以上

20名

福岡

【主催】エイベックス・アーティストアカデミー福岡校 【会場】エイベックス・アーティストアカデミー福岡校

会場アクセス http://aaa.avex.jp/environment/fukuoka/

日時

問い合わせ 092-717-6060（受付時間 11:00 〜 19:00）

対象

定員

6月7日（土）10:20 〜 11:50

【JAZZ】オープン

小学生以上

20名

6月14日（土）10:20 〜 11:50

【HIPHOP】オープン

小学生以上

20名

6月15日（日）11:00 〜 12:30

【JAZZ】インターミディエイト

小学5年生以上

20名

レベル

6月15日（日）12:40 〜 14:10

【HIPHOP】インターミディエイト

小学5年生以上

25名

6月15日（日）14:20 〜 15:50

【JAZZ】エレメンタリー

小学生以上

20名

6月15日（日）16:00 〜 17:30

【HIPHOP】エレメンタリー

小学生以上

20名

7月7日（月）18:00 〜 19:30

【HIPHOP】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

20名

7月13日（日）11:30 〜 13:00

【JAZZ】オープン＆エレメンタリー

小学生以上

20名

〈注意事項〉
● 時間厳守でお願いします。
● ワークショップ当日にJSDA本会員の方は必ずJSDA本会員カードを、アカデミー受講生に関しては、受講生カードをご持参ください。
● 保護者の観覧は
不可となっております。 ● レッスン中のカメラでの録画・撮影につきましてはご遠慮ください。 ● 当日のレッスン写真や映像などをブログやWEB、MORe Dance等に掲載させて頂く
場合がございますので、予めご了承ください。 ● 参加費はおつりのないようにご準備ください。 ● レッスンの時間・日程・内容等は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。

〈問い合わせ〉JSDA公認ストリートダンス検定に関する詳細はJSDAオフィシャルホームページをご確認下さい。

JSDA 運営スタッフが教える！

Q.1
A.

JSDA公認インストラクターが、検定レベルに特化したステップとムーヴを90分間みっちり教えます。
苦手なステップがある方はここで克服しましょう！ ※ワークショップの中で振り練習は行いません。

Q.2
A.

ワークショップでは
どんな事を学べるのですか？
このワークショップは検定に対して
どんな効果がありますか？

このワークショップではステップやムーヴの審査で重視されるポイントを詳しくレクチャーします。
例えば ランニングマン の動きにおいて、胸・首の使い方など細かなところまで、

JSDA運営スタッフ
安達さん

審査のポイントとなる部分の解説・指導を重点的に行います。通常レッスンでも学んでいるとは思いますが、
このワークショップではより詳しくレクチャーしますので、合格するためのヒントを得ることができる 良い機会になります。

Q.3
A.
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何か特別準備するものはありますか？

ステップのポイントを解説するので、その場でメモ書きできるように筆記用具を準備することをお勧めします。
後は踊れる服装で来て頂ければ準備万全です！

Event Report
全国のエイベックス・アーティストアカデミー各校が主催する年に
一度の発表会、ダンスコースの「dance TRAX」
、ヴォーカルコー
スの「a-STAR」
、福岡校のビッグイベント「FUKUOKA fes」
。
それそれの熱気あふれるステージをお届けします。

TOKYO
人見記念講堂

2014.3.29

エイベックス・アーティストアカデミーダンスコース
受講生が一堂に会する発表会
「dance TRAX」
。
日々
の努力が集結した白熱のステージが繰り広げられました。

LOVE

E
C
AN
D

SMILE

表現力で観客を魅了する
個性豊かなナンバー

今年で６回目となる東京校での﹁dance

に行われました︒参加者は総勢 約３５０

TRAX﹂は︑
桜の花が咲き始めた晴天の日

人︒それぞれが熱いダンスへの情熱を胸に

ステージに挑みました︒

今回のテーマは﹁LOVE﹂
︒恋愛︑友情︑

家族愛︑DANCE 愛など︑さまざまな愛

を表現したパフォーマンスが披露されまし

た︒時にクールに魅せ︑時に笑顔がはじけ︑

ちの豊かな表現力がきらめきます︒

また時にしっとりセクシーに⁝⁝参加者た

大興奮のインストラクターナンバーの

後は︑ステージに集合してのフィナーレ︒

最後は全員が客席とハイタッチしながら

退場し︑大盛況のうちに終了しました︒
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出番のあとは
リラックスした
スマイル

やりきったあと
はヘトヘト。
お疲れ様！

本番直前、
緊張しつつも
闘志は十分

Ｔシャツに
今日の思い出と
メッセージを

お世話になった
先生への感謝を
色紙に…

ダンスで届ける
みんなのラブ！

ステージを
見つめる
まなざしは真剣

E
V
MO

BEAUTY

コース
ディレクターコメント

参加者コメント

藤村直樹
（14 歳）
カラフルなレーザーがビシッと
飛んでくる照明を浴びながら、
すごく気持ちよく踊れました。
これからもダンス漬けの毎日に
していきたいです。

青木祐里英（17歳）
今までなにかに打ち込んだこと
がなかったので、今回大好き
なダンスに全力で取り組めて
よかったです。将来の夢への
一歩になったと思います。

草山大空
（14歳）
ダンスをはじめてから１年、今
日が生まれて初めてのステー
ジでした。たくさんの仲間と出
会い、たくさん汗を流して、とて
もいい経験になりました。

Participant comments
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dance TRAX 2014 TO
KYOが無事終了しました！出
演者からにじみ出る
「DANCE
ダイスキ〜！ LOVE〜！」とい
う想いは、見ている人たちを圧
倒＆感動させていました。約３
ヶ月間、ひとりひとり積み重ね
た成果とDANCE 愛を届けら
れたと思います！ ステージに
立つまでの苦しさや辛さ、光り
輝くステージに立った時の喜
びや楽しさ、きらめきを忘れな
いよう、
これからも頑張ってくだ
さい！ See you next year
dance TRAX ★
エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校 ダンスコースデ
ィレクター 鈴木絵玲奈、相馬
恵梨香

BEAT
お待ちかねのインストラクターナンバーに会場は大興奮！

ラストはdance TRAXの赤いTシャツを着た出演者全員が
ステージに大集合。

名古屋校の danceTRAX は今年もZepp Nagoya で開
催されました。友達や家族など、たくさんの観客に見守られ、
パワフルかつエネルギッシュなステージの数々を披露。レッ
スンを積み重ねてきた受講生たちによる爪の先まで神経を
集中させたダンスに、会場は大いに盛り上がりました。

NAGOYA
2014.3.30
Zepp Nagoya

E
C
N
DA

JUM

P

D
N
RIE

F
コースディレクターコメント
毎回テーマをもって開催しているdance
TRAX。今年は「 LOVE」でした。LOVEに
はいろんなLOVEがありますが、みんなが伝
えてくれたのは、もちろんダンスに対する
LOVEでしたね！ 最後のインストラクター
ナンバーで、先生からみんなへのメッセージ
には、ほろりときた方もたくさんいたのではな
いでしょうか。先生、お父さん、お母さん、仲
間、そしてスタッフ。いつもみんなの頑張り
を暖かく見守っています！ これからもダンス
を通して、たくさんの「 LOVE」
を伝えて行き
ましょう！
エイベックス・アーティストアカデミー名古屋校
ダンスコースディレクター 松本昌子

参加者コメント

飯尾寿梨

上瀬大輝

齋藤愛利寿

練習の中でまわりの子達が成
長していくのが刺激になり、と
ても勉強になりました。今日は
自分らしいダンスができたと思
います！

今回の発表会を通じて、親や
周りの人への気遣い、感謝が
充実して初めて一人前のダン
サーになれるのだと感じました。
今後も頑張ります。

今回は4つの作品に出演した
ので、すべてやりきれるか不安
でしたが、
「頑張る！」
より
「楽し
む！」気持ちを大切に本番に臨
みました。

Participant comments

14

OSAKA
2014.3.8

シアターBRAVA! で行われた大阪校の danceTRAX。受講生たち
のダンスへの想いがほとばしるパフォーマンスの応酬に、観客席は歓
声と拍手であふれました。フィナーレでは力を出し切った受講生たち
の顔に笑顔と涙が。さらにカラフルなバルーンの演出が加わり、にぎ
やかに幕を下ろしました。

シアター BRAVA!

E
IN

SH

MU

SIC

円陣組んで
気合を入れて、
よっしゃ、
いくぞ〜！

衣装の
着こなし確認。
キマッて
いるかな？

先生に
ありが とうを
伝えると
涙、涙 ……

コースディレクターコメント
終 わった後 は
笑顔で！ハイ、
チーズ☆

皆さん、今年のdance TRAXはいかがだっ
たでしょうか？今年のテーマは
「 LOVE」
。舞
台上はもちろん、舞台袖まで、友情・師弟愛・
家族愛で溢れていたと思います。皆さんがス
テージに立てるのは、
家族・先生・チームメイ
ト・
ステージスタッフ・関係企業の方々など、色ん
な人の助けがあってこそ。それを当たり前とは
思わず、必ずLOVEとRESPECTを持って、
大好きなダンスを続けていって下さい。ステー
ジで輝く姿を見せることが、
お世話になった人
への一番の恩返しですから。来年もまた素晴
らしいステージを期待しています！
エイベックス・アーティストアカデミー大阪校
ダンスコースディレクター藤井宏典

15

参加者コメント

浅野美里
（18）
danceTRAXを通じてクラス
のみんなと今まで以上に仲良
くなり、成長もできました。ます
ますダンスが大好きになりまし
た！

近藤天輝
（14）
インストラクターナンバーに出
演しましたが、憧れの先生方と
同じステージに立つのはとても
嬉しく、
また勉強にもなりました。
次回もぜひ挑戦したいです。

貝塚凪紗
（20）
本番まで不安や緊張がありま
したが、舞台に立つと自然に
楽しく踊れて、今まで練習して
きたことを出し切れました。すご
く幸せでした！

Participant comments

aaa 福岡校のビッグイベント「 FUKUOKA fes」
では、広々としたステージで、受講生たちが歌やダ
ンスのレッスンの成果を披露しました。

FUKUOKA
2014.3.22

キャナルシティ劇場

E
C
AN

D

POSE

ディレクターコメント

吉原未空
（13）
最高の発表会になるように１
つ１つのナンバーを大切に練
習しました！応援してくれたお母
さんお父さんに感謝の気持ち
でいっぱいです。

E
V
O
M

エイベックス・アーティストアカデミー福岡校
の年に一度の発表会「 aaa FUKUOKA
fes 2014」も今回で3回目となりました。み
んなで協力しながら、約３ヶ月間の練習の成
果を発揮して、素晴らしいナンバーを観客の
みなさんに披露してくれました。今年のテーマ
は
「 LOVE」
！
！ダンスや歌に対する
「 LOVE」
の気持ちはもちろん、
同じナンバーに出る仲間、
そして先生、家族…この「 FUKUOKA fes」
でたくさんの「 LOVE」が伝わったのではない
でしょうか。

エイベックス・アーティストアカデミー福岡校
ダンスコースディレクター 藤木美友紀
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