
Happy Dance Project presentsHappy Dance Project presents

笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー

 ダンスで街を元気に！！地域のダンサーたちがハッピーなショーをお届けします♪

※第1部・第2部で配信URLは異なります

開始10:00／終了12:00（予定）第１部

開始12:30／終了14:30（予定）第２部

【配信日】 7/25 (日)   オンライン配信

配信視聴時のお願い ～マナーを守ってお楽しみください～
■視聴方法
　・ご視聴になる端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）で、配信視聴
　　URLを開いてご視聴ください。
　・インターネット環境の整った場所でご視聴ください。
　・10分前から配信を開始します。時間に余裕をもってお繋ぎください。
　・見逃し配信（アーカイブ）は1週間 【 8/1（日）23：59】 までです。

■配信視聴URLの取扱いについて
　・本公演は、出演者とURL購入者のみがご覧いただける限定公開です。
　・有料配信のため、配信視聴URLを他の方と共有することは禁止です。
　・出演者の肖像権を守るため、配信映像のSNSへの転載など、インター
　  ネットでの二次使用・無断転載はくれぐれもお止めください。 

 ■配信視聴時のお願い
　・有料配信のため、配信動画の撮影・録画・録音はご遠慮ください。 
　・お客様のご都合により視聴できなかった際の返金はいたしかねます。
　・配信日（7/25）よりも前に配信視聴URLにアクセスして、接続できるか
　  どうかお試しください。
　・配信開始は当日の状況によって遅れる場合もございます。
　・視聴開始時間になっても再生が始まらない場合は、ページの更新（リ
　  ロード）を行ってください。
　・ご質問等ございましたら、配信日よりも前にDASまでご連絡ください。
  　なお、配信当日のお問い合わせには対応できない場合がございます。



開始10:00／終了12:00（予定）

第１部

オープニングアクト

ハッピーダンスマンショー THE MOVIE

休憩 （ 11:05ごろから 5分程度 ）

【ゲスト】   D-Life Ballet部   『 パキータより   アダジオ～コーダ 』

オープニングアクトオープニングアクト
DAS地域スポーツ応援部 BRILLIANTS★
『 BRILLIANTS★2021 』

① 雅～MIYABI～
　『 Happy!! 』

⑥ スタジオLinK 
　   YELLOW幼児クラス
　『 Kid’s party 』

⑦ A-TRIBE
　『 Together 』

⑧ つくばスタジオバレエ中等科B
　『 リーダーに続け 』

⑨ あそBeat☆Crew
　『 Get Loud』

⑩ "M"ovement
　『 Feel Think Action!! 』

⑪ Vegas Dancers and Girls
　『 Footloose 』

DASがプロデュースするスポーツ応援部「
BRILLIANTS★」メンバーはオーディション
で選出された精鋭たち。ダンスの力で街に
笑顔を広げたい！と活動を続けています。
今回は7期生による笑顔あふれるパフォー
マンスをお楽しみください♪

悪の組織ワループ襲来！！ 愛と正義のヒーロー「ハッピーダンスマン」にシリーズ史上最大のピンチが訪れる！
ここでしか観られない「ハッピーダンスショー」を見逃すな！！

D-Lifeダンススクール講師陣によるスペシャルユニット！！
華やかにハッピーに♪ バレエの魅力を伝えます★

ゲスト作品 （ 11:35ごろから ）

フィナーレ映像 ・ 終演

③ G-row Uppers
　『 男女7人夏物語 』

② 沼崎キッズダンスクラブ
　『 Hop Step Jump!!! 』
② T-South Crew
　『 跳び出すパーティー！ 』

④ スタジオLinK POPクラス
　『 実は仲良し 』

⑤ M.Universe
　『 Cosmological Principle 』



【ゲスト】   DAS DANCERS feat. Rian.D（from STUDIO LinK）
　　　　『 Dancer’s High 』
DASスタッフによるスペシャルパフォーマンス！！ 地元茨城ストリートダンスシーン
の重要人物Rian.Dを招いてのTAIHEYプロデュースショーケースです。

開始12:30／終了14:30（予定）

第２部

オープニングアクト

ハッピーダンスマンショー THE MOVIE

オープニングアクトオープニングアクト
DAS地域スポーツ応援部 BRILLIANTS★
『 BRILLIANTS★2021 』

① D.P×CLASH
　『 D.P×Summer2021 』

② M.STEPPERS
　『 Step by step 』

③ C-style
　『 楽C！仲良C！C-style！ 』

④ Junior&Little BRILLIANTS☆
   『 let's go BRILLIANTS!! 』

⑤ New Mateies
　『 It’s my day off 』

⑥ ELENA
　『 One touch 』

悪の組織ワループ襲来！！ 愛と正義のヒーロー「ハッピーダンスマン」にシリーズ史上最大のピンチが訪れる！
ここでしか観られない「ハッピーダンスショー」を見逃すな！！

DASがプロデュースするスポーツ応援部「
BRILLIANTS★」メンバーはオーディション
で選出された精鋭たち。ダンスの力で街に
笑顔を広げたい！と活動を続けています。
今回は7期生による笑顔あふれるパフォー
マンスをお楽しみください♪

⑦ 学園スタジオちびっこストリート（土）
  『 Happy Funky People!! 』

⑨ YG♪SOUNDS
　『 全力疾走 』

⑩ プリ★メラ
　『 Happy♪ 』

⑪ H☆JACK
　『 CONNECT 』

⑫ EXPROOODE
　『 We are 17th EXPROOODE!! 』

⑧ M-Grooove
　『 Keep on Groovin' 』

休憩 （ 13:40 ごろから 5分程度 ）

ゲスト作品 （ 14:10 ごろから ）

フィナーレ映像 ・ 終演



チャリティイベント ハッピーダンスマン
笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー
主催・企画制作／NPO法人Dance Association Seeds（DAS）
協力／ 筑波大学舞踊研究室
写真・映像撮影／ 第二映像企画
技術顧問／村田芳子（筑波大学 体育系 名誉教授）
Special Thanks／ハッピーダンス星

Happy Dance Project の活動詳細は
DAS ホームページをご覧ください

STUDIO LinK／茨城県民球団Vegas Dance Academy／
東洋大学附属牛久中学校・高等学校／D-Lifeダンススクール／
DASダンスサークル

チャリティイベント ハッピーダンスマン 「笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー」へのご理解とご協力、ありがとうございました

～参加ご協力いただいたみなさま～

〒305-0821 つくば市春日3-20-12

029-859-3313
info@das-dance.com

NPO法人Dance Association Seeds

Happy Dance Project 2021
主催：NPO法人 Dance Association Seeds　　協力：D-Lifeダンススクール

　『Happy Dance Project』は DASのチャリティプロジェクトです。

　2021年度はチャリティイベント『ハッピーダンスマン』にて、7/31

（土）まで募金活動とチャリティグッズの販売を行います。

　募金活動で集まった募金のすべて、チャリティグッズ販売の売上か

ら経費を除いた利益のすべて、そしてイベント収益の一部を『ハタチ

基金』へ寄付いたします。

　皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

ホームページホームページ

DASのイベント最新情報 ・ イベント報告などはこちらから▼DASのイベント最新情報 ・ イベント報告などはこちらから▼

DASは、「ダンスで街を元気に！人を笑顔に！」を合言葉に、「踊って・観て・支えて」多くの方々に広く楽しんで
いただけるダンスイベントを開催いたします。

チャリティグッズ購入はこちら
【オンラインショップ STORES】
チャリティグッズ購入はこちら
【オンラインショップ STORES】

7/31土まで

http://das-dance.com/blog/2021/07/11_1000/
https://das-dance.stores.jp/?category_id=60b1f66a7c42ee5ce6787106
http://das-dance.com/
http://twitter.com/npo_DAS
http://www.facebook.com/DanceAssociationSeeds
http://www.instagram.com/dastagram_dance
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