
DJ SEIZI
from OUTLINE PRODUCTION
クラブジャズレーベル会社の経営、都内のク
ラブイベント企画、コンピレーションCD等の
企画・制作・流通、DJマネージャー、企業イ
ベント、FMラジオの選曲制作、DJ活動を経
て、現在はデザイン、イベント、野外フェス
等の企画など数多くを⼿掛ける。企画制作し
たコンピレーションCDのタイトル数は30枚
を越える。またDJでは都内や新所沢クラブ
"HEAVEN" で 毎⽉第３⾦曜⽇に⾏われている
"SUPER FRIDAY", "HOMIES"やその他多数に

出演。今年で4回⽬となる TOKOROZAWA DANCE MUSIC FESTIVAL
の主催。企画・デザイン・ブッキング等や週刊モーニングの「へうげもの」
の主題歌の制作に関わるなど多岐に渡り活躍している。

https://www.outlineproduction.net

⼊場無料・⾬天決⾏
主催 第40回 所沢市⺠フェスティバル実⾏委員会

後援 埼⽟県・所沢市
主催・企画・デザイン SEIJI NISHIZAKI OUTLINE PRODUCTION

協⼒ JOYFIT24 新所沢・D-Link・CLUB HEAVEN・陽明保育園
開催場所 所沢航空公園駅前広場 ・所沢航空記念公園

所沢市⺠⽂化センター『ミューズ』
毎年2⽇間で20万⼈以上来場する恒例の⼈気フェス。今年は40回⽬を迎え、
航空公園駅前で⾏う⼤注⽬のステージです。今年で第4回⽬になりコンセプト
をDJ・ダンス・ライブ・パフォーマンス、そして地域の⼈達が⾳楽やダンス
を通じて繋がる事をキーワードとした⾃由なステージで開催します。

多彩な構成でご家族でも楽しめる内容となっています。

東京都新宿区出⾝の23歳。2017年から⾳楽活
動を開始。《愛》をテーマに楽曲を制作し埼⽟
を中⼼にライブ活動中。今年、⾃⾝初のシング
ル「えくぼの花」の配信が決定！！今後の動向
をチェック！

インスタグラム↓@skyz _shunpachi_

special LIVE
SHUNPACHI

MC YUSHI
from D-LINK DANCE STUDIO
株式会社 DLink 代表取締役社⻑・同代表 イ
ベントオーガナイザー・ダンスインストラクタ
ー・ラジオ番組「DREAMLINK」パーソナリ
ティー ゲスト：⻘⼭テルマ、Fairies など
・KATTUN、バックダンサー・「Ms.OOJA
with SUPERDANCE」ジョイント出演・ ア
クト振付・ FUTURE BOYZ「 TOKYO
STYLE」振付・PV出演・Fairiesインストア
ライブ アクト振付…etc。また、様々なコン
テストやバトルで優秀な成績を数多く収める。

プロデュースチーム、バトルなど育成活動を積極的に⾏なっておりコンテスト
やバトルで数多くの成績を収めている。http://www.dlink-1.com

10代の頃からバンド活動やユニット活動を経て
、2008年よりソロシンガー「SINCE-K」とし
て活動開始！都内クラブ、ライブハウス等に出演
。抜群の声量と安定した⾳感は聴く⼈の⼼を掴ん
で離さない。⾃⾝の楽曲はすべて作詞・作曲・ア
レンジまでを⾃ら⾏い、2019年よりビートメイ
カーとしても活動開始！！

special LIVE
SINCE-K SINGER / BETMAKER

EMINOWA Jr. DANCE SCHOOL
Spa & Sports EMINOWA⻄武ジュニアダンス
スクールです。⾦曜⽇に3クラスに分かれ、楽し
くみんな仲良く踊っています。インストラクター
は埼⽟⻄武ライオンズ ブルーレジェンズの元メン
バー！ダンスを通して⼈との触れ合いの⼤切さや
挨拶なども指導しています。3年連続で、メット
ライフドームの特設ステージに⽴ちダンスを披露
しました！所沢市⺠フェスティバルでも元気に頑
張ります。

D-LINK DANCE STUDIO
新所沢駅⻄⼝から徒歩2分の場所にあるダンスス
タジオです。3歳から受講可能なレッスンもあり
多くのジャンルがあります。初⼼者の⽅も楽しん
で受けられるクラスやコンテストなどに挑むハイ
レベルなクラスまで様々です。他「埼⽟スーパー
アリーナ VIVID DANCE CONTEST」OPEN
部⾨準優勝など⼊賞多数。体験レッスンなども
随時募集していますので、お気軽にお問い合わせ
ください。TEL:0429-68-6010

PICKUP

NO’A NO’A HULA STUDIO
「ノアノア・フラスタジオ」は1992年に所沢市
⼩⼿指に設⽴以来27年の実績があります。フラ
ダンスとタヒチアンダンスのスタジオで、3歳か
ら80代の⼥性のクラスと男性のクラスがありま
す。 フラは美容や健康、情操教育やストレス解消
などにとても良いとされています。 ハワイの空気
が感じられる⾳楽とともにノアノア・フラスタジ
オのフラをお楽しみください。
http://www.noanoa-hula.com

PUAREVA
新所沢・国分寺で教室を開いています。5歳〜70
歳までの男性・⼥性がフラダンス・タヒチアンダ
ンスを学んでいます。フラダンスはオアフ島の
Darcey先⽣から、タヒチアンダンスは、タヒチ
島のPoerava先⽣に直接指導を受けています。
様々なイベントやレストランショーに出演、コン
ペティションにも出場し、⼊賞しています。随時
⽣徒募集中です。体験していただけます。ホーム
ページは、puareva.com まで

STUDIO・breathing
⼀⼈⼀⼈の気持ちとまっすぐ向き合いたい。
「STUDIO・Breathing」⽼若男⼥、障害をも
った⽅々も、Danceを習いたい気持ちがあれば
とことん付き合う場所です。ひとり先⽣の⼩さな
スタジオですが、⼀⼈先⽣でしか成しえない温か
さと⼈情があります。劇団四季出⾝の先⽣が
Jazz・HipHop・musical・Stretch…etc. 様
様なスタイルのDanceの基本や表現者・⼈とし
ての⼼意気を⽇々お稽古しております。

PICKUP

JOYFIT24 新所沢
スポーツクラブJOYFIT24新所沢は、24時間
365⽇営業のジムと、スタジオレッスン・ホット
ヨガ・スパが魅⼒のスポーツクラブです。26⽇
にキッズジャズバレエ、27⽇にキッズダンスが
出演します。⽇々⼀⽣懸命練習を重ねてきた成果
をこの舞台で発表しますので、是⾮⾒に来て下さ
い！ジャズバレエは優雅に、キッズダンスはかっ
こよく踊ります！また、現役JOYFITインストラ
クターのパフォーマンスもあります。

PICKUP コナミスポーツクラブ所沢
年少〜中学⽣のダンス⼤好きなメンバーで毎週⽔
曜と⼟曜にレッスンを⾏っています。チアクラス
は笑顔と元気をモットーにポンポンを持って可愛
くダンス♪ストリートダンスクラスはHIPHOPを
中⼼に様々なジャンルを学ぶことができます♪
⼜、コナミではダンスを通して表現⼒や協調性、
挨拶やマナーも⾝につきます。⼊⾨クラスは初め
てでも安⼼。★体験レッスン随時受付中！ご予約
はこちらへ→ ☎0429-28-6777

PICKUP

ゴールドジム 新所沢 ∀IM
こんにちは！∀im(エイム)です。私たちは⼩中学
⽣8⼈で結成したばかりのチームです。年齢やダ
ンス歴は違っても、とにかく踊ることが⼤好きな
メンバーです！普段の仲の良さを⽣かし、楽しく
！カッコよく！踊ります！みなさんと楽しいステ
ージにしたいので、⼀緒に盛り上がりましょう！
レッスンは毎週⼟曜⽇16:15〜と17:30〜新所
沢PARCO5階のGOLD'SGYMにて⾏っていま
す！⾒学、体験いつでもお待ちしております！

NEW

C-STYLE
こんにちは、C-STYLEです。私達は、所沢、狭
⼭、さいたまを中⼼に活動しています。⼩学⽣か
ら⼤⼈まで、踊りが⼤好き♡楽しいと思えるダン
スを⽇々練習しています！チアダンスを基本にや
っていますが、J-popに合わせて踊ったり⼨劇を
交えたダンスをやったり、とにかく楽しく踊って
観ている⼈を幸せにさせるをモットーに、活動し
て い ま す ！ 詳 し い お 問 い 合 わ せ 先 は
cozcoz1929@yahoo.co.jp

Souse S.J.S
スポーツスパ・アスリエ所沢でレッスンをしてい
る「ステージング・ジャズダンス・スクール」で
す。【愉しく・美しく・かっこよく踊る】を⽬指
し、ステージ本番前はキリッと引き締まる時間も
ありますが、和気あいあいといつも笑いが絶えな
いスクールです。年齢や性別は関係ありません
！！まさに「⼤⼈の部活」といった雰囲気です。
興味はあるけどちょっと敷居が⾼くて…と思って
いた⽅、私たちと⼀緒に踊ってみませんか？ぜひ
アスリエ所沢まで♪

タントタンツダンススタジオ
こんにちは、タントタンツスタジオです。当スタ
ジオは武蔵⼩⾦井駅と東所沢駅にスタジオがあり
ます。スタジオが出来て19年⽬です。現在3歳〜
お孫さんがいらっしゃる⽅まで幅広い年齢層の⽅
がダンスを楽しんでおります。当スタジオは講師
は10名、ジャズダンス、モダンダンス、バレエ
、HipHop等学んでおります。発表会は年に１回
。スタジオに興味のある⽅は、｢タントタンツ｣で
検索して下さいね。

Rainbow Heart
Rainbow Heartは、ダンスを通して⼼と⾝体の
豊かな成⻑を⽬指すことを⽬的とし、⼩・中学⽣
を中⼼に活動しています。様々なイベントや⼤会
にも参加しています。 活動情報はインスタグラム
をチェック！会員は随時募集中です！ ご興味のあ
る⽅は是⾮DMくださいませ！

Instagram rainbowheart.c

NEW

HIPHOPダンスサークルACT
狭⼭市で毎週⾦曜⽇の⼣⽅に活動してます。Hip
Hopダンスサークル ACTです！講師2名体制で
4歳〜⾼校⽣まで3クラス制で⽣徒⼀⼈⼀⼈をし
っかりサポートしてレッスンを⾏なっています。
⼤ホールでの年に⼀回の発表会や、地元のお祭り
やイベントにも精⼒的に参加しています！ご興味
のある⽅は是⾮、遊びに来てください。

act.dance2012@gmail.com
Instagram act.dance.sayama

S.J.D.C.BERRIES
新所沢を中⼼に活動しています。結成して17年
、幼稚園から⼩学6年⽣までのキッズたちが楽し
くレッスンしています。夏にはサマースクールを
⾏い、5⽇間で1つの作品を仕上げます。男の⼦
は元気にかっこよく、⼥の⼦はかわいく綺麗に踊
れるよう練習しています。体験、⾒学随時受け付
けております。メール→berries@gmail.com
https://www.facebook.com/Sjdc-Berries-
827015804077615/

所沢 Jr.Cheerleading Team
ANGELS POP
私達所沢エンジェルズポップは幼稚園⽣から、中
学⽣までのメンバーで、⽉4回東所沢周辺の体育
館で活動しているチアリーディングのチームです
。普段はチームごとに分かれて、チアリーディン
グならではのスタンツ(組体操)やアクロバットな
技、ダンスを楽しく練習しています。今⽇は幼稚
園〜⼩学⽣低学年チームで、笑顔で元気いっぱい
演技をします！応援お願いします！

mama'co.FAMILY
ママの運営するmama'co.FAMILYです。幼児か
ら低学年のアイドルダンスクラス〜⼩中学⽣のス
トリートダンス、１１クラスの⼦供達♪楽しむ事
を⼤切に元気いっぱい頑張ります！「やってみた
い」から始められる⼦供達の笑顔溢れる場所であ
りたいです♡インスタ、アメブロ等SNSも更新中
♪ お仲間も随時募集中！体験、⾒学お問合せくだ
さい♪
HP→https://mamacofamily.crayonsite.com

DANCE DRUG KIDS
ダンスコミュニティー「DANCE DRUGKIDS」
です。4歳から中学⽣までダンス⼤好きキッズが
集まり、航空公園、狭⼭ヶ丘で楽しく活動してい
ます！イベント、発表会などにも数多く参加して
います。11⽉から新規メンバー募集中！

HP→ dance-drug.jimdofree.com

PICKUP

ゴールドジム 新所沢 ZIPPYS
こんにちは、ジッピーズです。ゴールドジム新所
沢店で毎週⽕曜⽇にベーシッククラスを、16：
45 アドバンスクラスを 17：50から開講して
います。 私たちは、元気に!チアスピリット(相⼿
を思いやる気持ち)を⼤切にしているチアダンス
スクールです。この⽇のために、⼀⽣懸命練習し
てきましたので、応援宜しくお願いします。

DANCE SCHOOL桜＊style
普段は所沢市の中央公⺠館、松井公⺠館をお借り
し、約70名のメンバーでレッスンに励んでおり
ます。また昨年11⽉には狭⼭市にDance
Studio 桜＊style をオープンし、現在所沢校、
狭⼭校共にコンテストやイベントへ多数出演させ
ていただき数々の実績を残しております。もしダ
ンスに興味のある⽅がいらっしゃいましたら、是
⾮遊びに来て下さい。詳しくは、WEBで桜＊
styleと検索♪♪

PICKUP

新所沢 Club HEAVEN
今年で14年⽬を迎える新所沢 Club HEAVEN。
レギュラーイベント、単発イベント他、貸切りパ
ーティーなど随時承っております。希望⽇時、料
⾦等についてお気軽にお問合せください。その他
、忘年会等の貸切り等のパーティも承っておりま
す！9⽉よりClub HEAVENでは平⽇のBar営業
を取りやめ、各種イベント等の予約営業を⾏いま
す。（飲み放題プランあり。料理持ち込みOK）

JSS 所沢 J-BRIGHTS
こんにちは！JSS所沢スイミングスクール所属
チアダンスチーム、J-BRIGHTSです。私達は⼩
学校5年⽣から中学校2年⽣の6⼈で全国⼤会⼊
賞を⽬指し、⽇々練習に取り組んでいます。
JSS所沢には、J-BRIGHTS jrというイベント出
演などを⽬的とした⼩学⽣チームもあります。
両チームとも、たくさんの⼈に笑顔と元気を届け
られるよう全⼒で踊ります！

NEW

HUI HULA O MANA
所沢駅東⼝の綺麗で広いスタジオと、東所沢駅の
近くのアットホームなスタジオで、フラとタヒチ
アンダンスをシェアしています。サークルの講師
の依頼も承っており⼦供クラスから始まった教室
は⼦供達を中⼼にママさん達のクラスやお仕事さ
れている⽅々の趣味の場として様々な⽅が集う教
室となりました。Huiは集まりManaは神聖な⼒
と⾔う意味のハワイ語でこれからも正しい⼼の繋
がりで集まれる場所であってほしいと思います。

DJ T-LOGIC (JOYFIT24)
新所沢 CLUB HEAVEN を拠点にDJの活動を⾏
う。地元のDJと毎⽉第3⾦曜⽇に DJ, DANCE,
LIVEを中⼼とした新しいイベント"SUPER
FRIDAY"でLIVEやダンスパフォーマンスの企画
や出演、その他都内のクラブなど様々な現場で
キャリアを積み活躍中。また、JOYFITのフィッ
トネスインストラクターとして勤務し、様々なト
レーニング指導をおこなっている。
www.instagram.com/super_friday.heaven

わせがく⾼等学校軽⾳楽部
Ｊポップやロックを中⼼に、バンド編成からアコ
ースティック編成まで多様な⾳楽を通して仲良く
元気に活動しています。楽器が初めてでも、先輩
から教わりながら半年後にはステージに⽴つほど
⼤きく成⻑します。所沢市⺠⽂化フェアや所沢市
⺠フェスティバルなどの地域のイベントで最⾼の
演奏をすることを⽬標に⽇々練習に励んでいます
。⼀緒にこのステージを盛り上げていきましょう
！！

STUDIO・breathing
STUDIO・Breathingは3歳〜成⼈までOKのチ
ケット制DanceStudioです。所沢市くすのき台
と豊島区要町にある個⼈の⼩さなDance
Studio「STUDIO・Breathing」です。
Danceを上⼿くするためだけのスクールではあ
りません。レッスンを通じて強く・優しく・逞し
くDanceがみんなの⽣きる⼒になればと、⽇々
、楽しく頑張っております☆
http://studiobreathing.com

PICKUP

Sponcered by SAITAMA PREF, TOKOROZAWA CITY / with JOYFIT and CLUB HEAVEN
TOKOROZAWA DANCE MUSIC FESTIVAL 2019
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