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News Release

4 月 24 日（日）両国国技館で開催

世界最大規模のストリートダンスバトル

『DANCE＠LIVE 2016 JAPAN FINAL』
スカパー! ×ダンスチャンネル by エンタメ～テレ×MTV
各チャンネルでイベントの模様を徹底放送
スカパー! とダンスチャンネル by エンタメ～テレ（プレミアムサービス 665）を運営する名古屋テレビネク
スト株式会社、MTV HD（CS323／プレミアムサービス 640）を運営するバイアコム・ネットワークス・ジャ
ダ

ン

ス

ア

パン株式会社は 4 月 24 日（日）に両国国技館で開催される世界最大規模のストリートダンスバトル「DANCE@
ラ イ ブ

LIVE 2016 JAPAN FINAL」の模様を 5 月 29 日（日）の午後 8 時から BS スカパー! 及び、スカパー! 4K 総
合で放送する『「DANCE@LIVE 2016 JAPAN FINAL」 Vol.1』を皮切りに各チャンネルで順次放送します。
「DANCE@LIVE」は全国から集結したトップダンサーが
頂点を争うダンスバトルの大会で、毎年1万人を越えるダンス
ファンが集まり、ゲストの華麗なショーケースダンスなども
見られる世界最大級のイベントです。昨年、開催10周年を迎
え、会場には12,000名を超える来場者が集結。日本国技の殿
堂・両国国技館に、日本中の"ストリートダンス"が凝縮され、
現在のストリートダンスシーンを象徴するかのようなイベン
トとなりました。日本のみならず、シンガポール、アメリカ、

画像提供：アノマリー

韓国など海外からの参加者も多く、ダンサー達の交流の場ともなっていました。

■精彩に富んだ 4K 放送やロングバージョン、
特別解説など各チャンネルの特色ある放送が魅力！
この世界最大級のダンスバトルを BS スカパー! 及び、スカパー! 4K 総合では、「Vol.1」を 5 月 29 日（日）
午後 8 時から放送。ダンスチャンネル by エンタメ～テレでは、6 月に「Vol.1」「Vol.2」「Vol.3」の全 3 回、
合計約 3 時間に渡るロングバージョンを、さらに MTV では、大会にゲスト出演する「Beat Buddy Boi」の解
説付き特別番組を 7 月に放送します。トップレベルのダンサーたちが繰り広げるダンスバトルの魅力を様々な
角度からお楽しみ下さい。

≪Beat Buddy Boi とは≫
世界最大・最難関のダンス大会「DANCE@LIVE」
「JAPAN DANCE
DELIGHT」で優勝の実績を持ち、ストリートダンスチームとし
ては初となるワンマンライブを敢行するなど世界に誇る日本最
強のダンスチーム。2015 年 5 月に m-flo の名曲「come again」
を大胆サンプリングした楽曲でソニーミュージックからメジャ
ーデビューし、同年 10 月には「MTV VMAJ 2015」で「NEXT
BREAK ARTIST 賞」を受賞。MTV ZUSHI FES など野外フェス
にも多数出演。快進撃を続ける世界水準のメジャーアーティスト。

※次頁に大会説明、主催者コメントを記載しています※

■DANCE@LIVE（ダンスアライブ）詳細
11 年目となる同大会は、日本をはじめ、シンガポール、韓国、台湾など、アジア諸国からの参加もみられ、
毎年総動員 12,000 名を超えます。1 対 1 の形式を基本とした世界最大規模のストリートダンスバトルトーナ
メント。ダンサーが 1 対 1 で曲に合わせて 1 ムーブ(回)ずつ踊り合う。争いではなく、ダンスで競いあうこと
から生まれたダンスバトル。同大会は、K-1 の大会を参考とし、生まれました。カテゴリーはダンススタイル
ごとに分かれた HIPHOP、BREAK、HOUSE、ALL STYLES の計 4 スタイル（制限：高校生以上）と、中学生
以下のオールスタイルズバトル KIDS 部門、大学・専門学校対抗の 3 対 3 の形式の RIZE の合計 6 つ。予選大
会は北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、九州の 7 地区で合計 80 回程開催され、多くのポイントを獲得
した上位ダンサーのみが、決勝の舞台「両国国技館」へと勝ち進みます。今大会では、全日本高校生ダンス部
コンペティションを同時開催。これにより、キッズ・高校生・大学生・大人と、全世代の日本最強ダンサーが
この舞台で誕生します。

■主催者コメント（株式会社アノマリー代表取締役：カリスマカンタロー）
DANCE@LIVE はダンスシーンからスターを輩出すべく 11 年前から始めたダ
ンスバトルエンターテインメントです。ダンスで有名になれる場所、そしてダン
サーとして名誉あるステージを目指し創り上げてきたこの DANCE@LIVE は、沢
山の熱き想いが集まった場所であり発信基地となっています。
インターネットで世界が繋がりつつある今、言葉がいらない最強のコミュニケ
ーションであるダンスがこれからの様々なシーンで台頭してくることは間違い
なく、その中でも特に影響力が出る場所として益々発展させていきます。是非一
度会場にてこの熱量を感じて頂けたら嬉しく思います。

≪スカパー! 放送概要≫

※放送日時は変更になる場合がございます。

タイトル：
「DANCE＠LIVE 2016 JAPAN FINAL」Vol.1
放送日時：2016 年 5 月 29 日（日）後 8 時～
チャンネル：BS スカパー! （BS241／プレミアムサービス 585）、スカパー! 4K 総合（プレミアムサービス 596）
視聴方法：スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。
※４Ｋ放送をご視聴いただくには４Ｋ対応受信機器とプレミアムサービスへのご加入が必要となります。
視聴方法の詳細は、スカパー! ４Ｋ公式サイト（http://www.skyperfectv.co.jp/4k/）でご確認ください。

≪ダンスチャンネル by エンタメ～テレ放送概要≫

※放送日時は変更になる場合がございます。

タイトル：
「DANCE＠LIVE 2016 JAPAN FINAL」Vol.1～3
放送日時：2016 年 6 月 14 日（火）後 10 時～（Vol.1）
2016 年 6 月 21 日（火）後 10 時～（Vol.2）
2016 年 6 月 28 日（火）後 10 時～（Vol.3）
チャンネル：ダンスチャンネル by エンタメ～テレ（プレミアムサービス 665）
視聴方法：対象のチャンネルのご契約者はご視聴いただけます。スカパー! オンデマンドでも視聴可能です。

≪MTV HD 放送概要≫

※放送日時は変更になる場合がございます。

タイトル：
「DANCE＠LIVE 2016 JAPAN FINAL」MTV ver.
放送日時：2016 年 7 月
チャンネル：MTV HD（CS323／プレミアムサービス 640）
視聴方法：対象のチャンネルまたはパック・セット等のご契約者はご視聴いただけます。
リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。
「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp
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