
 

有限会社 スタジオ・フェイス事業内容のご案内 

■ダンス スタジオ事業 

業界に先駆け、ストリートダンスを主軸とした会員制の

ダンススタジオとして１９９６年９月１日に業務をスター

ト。都内では最も古い歴史のあるスタジオです。初心

者から、プロとして活動していきたい方まで、様々な会

員向けのクラスを運営しています。（２５クラス／週） 

講師には、有名アーティストのバックダンサーやツアー

の演出などを手がける業界第一線で活躍中のダンサ

ーが揃っています。 

また、東京赤坂校に加え、2007 年より長野県飯田市にて、2008 年からは石川県金沢市

にて、2010 年より千葉県浦安市にて地方校を開校しております。 

 

 

赤坂校発表会 Steppin’ Out 

 

飯田校発表会 Apple Rockers Jam 

 

金沢校 レッスン風景 

 

東京都 赤坂校：東京都港区赤坂 7-10-8 江戸清ビル２Ｆ 

長野県 飯田校：長野県飯田市鼎一色 410 2F 

石川県 金沢校：石川県金沢市片町 1-40-20 金沢テミスビル 2F 

 

■講師派遣事業 

・ 杉並区本天沼児童館 レッスン講師派遣 

・ 調布市青少年ステーション CAPS レッスン講師派遣 

・ 学校法人 尚美学園 専門学校 東京ミュージック＆メディアアーツ尚美学園 

特別レッスン 講師派遣 

・ 神奈川県 高校体育連盟 ダンスレッスン 

・ 新浦安カルチャープラザ 

その他、実績多数 

 



■舞台、イベント 制作・演出 事業 

ダンス関連の舞台演出やイベント制作など様々なニーズにお応え致します。 

実績： 

・ フェイス赤坂校 スタジオ公演「Steppin’ Out」

（1997 年より毎年開催）企画・制作。 

・ フ ェ イ ス 飯 田 校  ス タ ジ オ 公 演 「 APPLE 

ROCKRES JAM」企画・制作 

・ 少年チャンプル ZEPP IN 名古屋 演出 

・ UK B-Boy Championships（ブレイクダンス世界大

会の日本予選主催：2004 年より毎年開催） 

・ JUSTE DEBOUT（世界最大のストリートダンスバ

トルイベント日本予選主催：2007 年より毎年開催） 

・  RED BULL BC ONE JAPAN のオーガナイズ、及び審査員を担当 

 

UK B-BOY CHAMPIONSHIPS 

 

RED BULL BC ONE JAPAN 

 

金沢 5TOWN FESTA 

 

・  名古屋で行なわれている Breakin’ Battle Event 「ダンスダイナマイトワールドグラン

プリ」のプログラムディレクション及び、海外ダンサー、審査員ブッキングを担当 

・  テレビ信州制作特番「冬の祭典」にてダンスコンテスト審査員、ダンサーブッキング 

・  金沢で行なわれている 5TOWN FESTA のプログラムディレクション、ゲストブッキング、

審査員 

・  ストリートダンスイベント 「Dance Vibes」企画制作 

・ SAPPORO ART PARK 主催、第一回 STREET DANCE CONTEST の企画補助、ダンサー

ブッキング、審査員 

 

 

DANCE VIBES 

 

JUSTE DEBOUT JAPON 

 

APPLE ROCKERS JAM 

その他、実績多数 

 
Steppin’ Out 



■振付、ダンスビデオ、ダンス関連書籍、DVD 制作 その他ダンス関連事業 

・ダンスイベントの DVD を制作し、コロンビアミュージックエンタテインメント他より発売 

DVD 

 

UK B-BOY JAPAN 

DVD 

 

UK WORLD FINALS 

DVD 

 

JUSTE DEBOUT 

CD 

 

UK DANCE TRACKS 

書籍＋DVD 

 

ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽﾃｸﾆｯｸ 

 

・少年チャンプル／スーパーチャンプル（中京テレビ制作、日本テレビ系列全国放送番組）

番組ダンス監修、振付、ダンサーブッキング 

・ DVD「ダンス・スタイル・ブレイカーズ２」（リットーミュージック）のダンス監修 

・ ＡＡＡ（トリプルエー：エイベックス・エンタテインメント所属）楽曲「ハレルヤ」他振付多数 

・ 日本テレビ系列「Shall We Dance」特番 金子貴俊ダンス指導 振付 出演 

・ ロンドンで行われたダンスコンベンション Breakin’ Conbention07 に出演 

・ 「新春かくし芸大会 2008（フジテレビ）「にしおかすみこ」振付及びダンス指導 

・ 24 時間テレビ、嵐と障害者のダンスコラボレーションコーナー振付 

・ 韓国で行われたダンスイベント、KB 

B-BOY に審査員として参加。 

・ 東京都が企画した「TOKYO 体操」振

付 

・ KidZania avex ブース、ダンス振付 

・財団法人静岡県文化財団主催「おとみ

ち２００９」審査及び出演 

・CX 特番「絆」にて TKO 木下氏ダンス指導 

・NHK BS2 ザ少年倶楽部プレミアム ブレイクダンスコーナー振付 

・テレビ東京 「おはスタ」 内臓ダンス 振付 

・CS スポーツチャンネル GAORA にて UK B-BOY CHAMPIONSHIPS の特集番組 

・NPO 法人「ぱれっと」を通じ、知的障害者に対するダンス指導 

 

ｽｰﾊﾟｰﾁｬﾝﾌﾟﾙ（中京テレビ） 

 

知的障害者に対するダンス指導 

 

BEAT BATTLE 出演 

 



ダンス監修・出演  

■有限会社 スタジオ・フェイス 会社概要 

 

 

社名 有限会社 スタジオ・フェイス 

所在地 東京都港区赤坂 7-10-8 江戸清ビル 2F 

資本金 3,000,000 円 

役員 代表取締役 宮田健男 

TEL 03-3583-9717 

FAX 03-3583-9822 

URL http://www.s-faith.com/ 

E-mail info@s-faith.com 

設立 1996 年 9 月 

事業内容 ・ダンススタジオの運営 

・ダンサーキャスティング 

・ダンス講師の派遣、レッスン請負事業 

・ＣＭ、アーティストのダンス指導、振付事業 

・ダンス WEB サイトの運営 

・イベント企画、運営 

（UK B-BOY CHAMPIONSHIPS / JUSTE DEBOUT JAPON 等） 

・ダンス DVD の企画、製作 

*その他ダンス関連業務 

主要取引銀行 三井住友銀行 赤坂支店 

主要取引先 コロムビアミュージックエンタテインメント（株） 

中京テレビ放送（株） 

エイベックス・エンタテインメント（株） 

（株）サイバード 

（株）チャンネル２ 

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ（株） 

レッドブル・ジャパン（株） 

テレコープ㈱ 

 

その他 


