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当連盟にダンス教室経営者がPD（プレミアディビジョン）会員として入会されました。
そこで、ダンス教室事業推進の一環として『認定ダンス教室』を設けました。

JDSF認定ダンス教室
公益社団法人　日本ダンススポーツ連盟　認定ダンス教室

ダンス教室事業推進部　FAX専用03-5567-0655   検 索

認定ダンス教室のメリット 認定ダンス教室加盟するには?
◆公式認定ダンス教室プレート貸与による品質公示
◆共通ダンスカリキュラムの提示
◆各種集客キャンペーンの展開
・JDSFホームページでの認定ダンス教室紹介
・JDSF会員への周知
◆教室近代化情報とフロアー有効利用サービスシステム
・JDSF技術認定アマルガメーションの指導
・JASRAC音楽著作物申請サポート
◆JDSF選手・会員登録業務

◆所定の品質があると認められた教室は認定ダンス教
室として登録ができる
・JDSF会員は登録費・年会費永久無料
◆別途申請にて随時受付

JDSF認定ダンス教室一覧
（2019年 5月現在）

認定ダンス教室

都道府県 スクール名 担当者 郵便番号 住 所 ・ H P 連絡先

北海道
Any's Dancing Club 兄後　幸大 〒064-0809 札幌市中央区南九条西3-1-28 レジデンスヤゾン1103 ☎090-7056-5679

Dance Sport "TEAM YUMIYA" 久保田弓椰 〒062-0052 札幌市豊平区月寒東二条11-8-4 201 ☎090-6445-2729

ダンスクラブ赤い靴 福永　茂樹 〒073-0142 砂川市西二条南1-1-2 ☎0125-54-3572

秋田県 長谷川ダンススタジオ 長谷川清次 〒010-0011 秋田市南通亀の町6-5 グリーンキャピタル南大通2F ☎018-832-0993

福島県 SACHIKOダンススタジオ 河原田　薫 〒960-8055 福島市野田町宇道端76 http://www.sachiko-co.net/ ☎024-555-1101

茨城県
KagaダンススタジオAmi 加賀　数大 〒300-0331 稲敷郡阿見町阿見3038-3 松浦ビル2F ☎029-886-9760

ダンスアーツMaY 吉野　将行 〒305-0051 つくば市二の宮4-13-2 http://danceartsmay.wix.com/danceartsmay2 ☎029-879-8129

取手ボールルームダンス教室 早﨑　光輝 〒302-0034 茨城県取手市戸頭1-2-6-704 ☎070-3232-2626

千葉県

香取ダンススクール 香取　良助 〒277-855 柏市南柏1-5-18 染谷ビル3F ☎04-7148-2830

池内ダンススクール 池内　俊恵 〒285-0846 佐倉市上志津1824-1 清田ビル2F ☎043-463-8660

ダンスキューブミヤオカ 宮岡　育人 〒275-0026 習志野市谷津3-12-36 ヤングスピリッツビル2A ☎047-455-3795

エビハラダンススタジオ 海老原勝人 〒278-0022 野田市山崎2472-29 http://ebihara-dance.com/ ☎047-125-6397

埼玉県

スタジオ愛 上原　愛子 〒362-0014 埼玉県上尾市本町3-4-22 愛商事ビル1F ☎048-773-6903

ニュームサシノダンススクール 五月女光二 〒362-0042 上尾市谷津2-1-50-33 ☎048-773-8123

岸田ダンスアカデミー 岸田　　肇 〒350-0043 川越市新富町1-11-2 シントミビル4F https://blog.goo.ne.jp/yupopo36 ☎049-223-3843

モリヤダンススタジオ川越 守屋　　学 〒350-1165 川越市南台2-1-50 大晃ビル207 www.moriya-dance.com/ ☎049-248-2772

桜井ダンススクール 櫻井　政子 〒345-0043 北葛飾郡杉戸町大字下高野840 ☎0480-34-7547

幸手K&Yダンスクラブ 高橋　一昌 〒340-0121 幸手市上吉羽20-1 http://496.jp/kydc/index.htm ☎0480-44-1500

津野ダンススタジオ 津野　　聡 〒350-1307 狭山市祇園3-25 ホープビル2F ☎042-956-1193

新井エミコダンススクール　志木スタジオ 新井　一嘉 〒353-0004 志木市本町5-23-10 木下ビル2F ☎048-472-5632

アサノダンススクール 浅野　　勉 〒340-0034 草加市氷川町2129-1 野崎第2ビル4F http://www.asanodance.com ☎048-927-3667

モリヤダンススクール 守屋　文男 〒368-0014 秩父市金室町9-20 ☎0494-23-2336

ダンススタジオタナカ 田中　和雄 〒357-0034 飯能市東町4-2 東町ビル202 http://dance-tanaka.com/ ☎042-974-0574

新井エミコダンススクール 新井　一嘉 〒366-0824 深谷市西島2-2-5 ☎048-571-5603

東京都

ダンススタジオミナミ 谷茂岡敦夫 〒120-0034 足立区千住2-21 ミナミビル2F http://dance-studio-minami.cloud-line.com/ ☎03-3879-3601

赤塚ダンススクール 時任　宏幸 〒175-0092 板橋区赤塚2-1-12 パンダビル2・5F http://akatsukadance.web.fc2.com/ ☎03-3939-5854

T Dance Production 今西　竜永 〒132-0033 江戸川区東小松川4-43-18 アクシスビル2F ☎03-6808-0293

ダンススタジオM2 千葉　光輝 〒135-0021 江東区白河4-6-2 扇橋ビル4F ☎03-3820-2741
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◆共通ダンスカリキュラムの提示
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・JASRAC音楽著作物申請サポート
◆JDSF選手・会員登録業務

◆所定の品質があると認められた教室は認定ダンス教
室として登録ができる
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◆別途申請にて随時受付

JDSF認定ダンス教室一覧
（2019年 5月現在）

認定ダンス教室

都道府県 スクール名 担当者 郵便番号 住 所 ・ H P 連絡先

北海道
Any's Dancing Club 兄後　幸大 〒064-0809 札幌市中央区南九条西3-1-28 レジデンスヤゾン1103 ☎090-7056-5679

Dance Sport "TEAM YUMIYA" 久保田弓椰 〒062-0052 札幌市豊平区月寒東二条11-8-4 201 ☎090-6445-2729

ダンスクラブ赤い靴 福永　茂樹 〒073-0142 砂川市西二条南1-1-2 ☎0125-54-3572

秋田県 長谷川ダンススタジオ 長谷川清次 〒010-0011 秋田市南通亀の町6-5 グリーンキャピタル南大通2F ☎018-832-0993

福島県 SACHIKOダンススタジオ 河原田　薫 〒960-8055 福島市野田町宇道端76 http://www.sachiko-co.net/ ☎024-555-1101

茨城県
KagaダンススタジオAmi 加賀　数大 〒300-0331 稲敷郡阿見町阿見3038-3 松浦ビル2F ☎029-886-9760

ダンスアーツMaY 吉野　将行 〒305-0051 つくば市二の宮4-13-2 http://danceartsmay.wix.com/danceartsmay2 ☎029-879-8129

取手ボールルームダンス教室 早﨑　光輝 〒302-0034 茨城県取手市戸頭1-2-6-704 ☎070-3232-2626

千葉県

香取ダンススクール 香取　良助 〒277-855 柏市南柏1-5-18 染谷ビル3F ☎04-7148-2830

池内ダンススクール 池内　俊恵 〒285-0846 佐倉市上志津1824-1 清田ビル2F ☎043-463-8660

ダンスキューブミヤオカ 宮岡　育人 〒275-0026 習志野市谷津3-12-36 ヤングスピリッツビル2A ☎047-455-3795

エビハラダンススタジオ 海老原勝人 〒278-0022 野田市山崎2472-29 http://ebihara-dance.com/ ☎047-125-6397

埼玉県

スタジオ愛 上原　愛子 〒362-0014 埼玉県上尾市本町3-4-22 愛商事ビル1F ☎048-773-6903

ニュームサシノダンススクール 五月女光二 〒362-0042 上尾市谷津2-1-50-33 ☎048-773-8123

岸田ダンスアカデミー 岸田　　肇 〒350-0043 川越市新富町1-11-2 シントミビル4F https://blog.goo.ne.jp/yupopo36 ☎049-223-3843

モリヤダンススタジオ川越 守屋　　学 〒350-1165 川越市南台2-1-50 大晃ビル207 www.moriya-dance.com/ ☎049-248-2772

桜井ダンススクール 櫻井　政子 〒345-0043 北葛飾郡杉戸町大字下高野840 ☎0480-34-7547

幸手K&Yダンスクラブ 高橋　一昌 〒340-0121 幸手市上吉羽20-1 http://496.jp/kydc/index.htm ☎0480-44-1500

津野ダンススタジオ 津野　　聡 〒350-1307 狭山市祇園3-25 ホープビル2F ☎042-956-1193

新井エミコダンススクール　志木スタジオ 新井　一嘉 〒353-0004 志木市本町5-23-10 木下ビル2F ☎048-472-5632

アサノダンススクール 浅野　　勉 〒340-0034 草加市氷川町2129-1 野崎第2ビル4F http://www.asanodance.com ☎048-927-3667

モリヤダンススクール 守屋　文男 〒368-0014 秩父市金室町9-20 ☎0494-23-2336

ダンススタジオタナカ 田中　和雄 〒357-0034 飯能市東町4-2 東町ビル202 http://dance-tanaka.com/ ☎042-974-0574

新井エミコダンススクール 新井　一嘉 〒366-0824 深谷市西島2-2-5 ☎048-571-5603

東京都

ダンススタジオミナミ 谷茂岡敦夫 〒120-0034 足立区千住2-21 ミナミビル2F http://dance-studio-minami.cloud-line.com/ ☎03-3879-3601

赤塚ダンススクール 時任　宏幸 〒175-0092 板橋区赤塚2-1-12 パンダビル2・5F http://akatsukadance.web.fc2.com/ ☎03-3939-5854

T Dance Production 今西　竜永 〒132-0033 江戸川区東小松川4-43-18 アクシスビル2F ☎03-6808-0293

ダンススタジオM2 千葉　光輝 〒135-0021 江東区白河4-6-2 扇橋ビル4F ☎03-3820-2741
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都道府県 スクール名 担当者 郵便番号 住 所 ・ H P 連絡先

大阪府

市川ダンススクール 市川　博康 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町13-5 小橋T.S.Cビル3階 
 http://www.ichikawadance.com ☎06-4304-1222

シンヤダンススタジオ 新屋　秀和 〒547-0034 大阪市平野区背戸口5-3-10 宝生ビル2F ☎080-8307-1096

ダンス夢ファクトリー　大阪教室 山崎　貴子 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-16-10 高石ビル2F www.dance-yume.co.jp ☎0797-35-0161

STUDIO FOREST LIVE 森住　公紀 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 ヴィアあべのウォーク203 ☎06-6631-0747

丸山ダンス針中野教室 林　栄治郎 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-14-14 http://maruyamadance.web.fc2.com ☎06-6691-6849

J・Dance・Company 神保　秀樹 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-10 1204 ☎090-7112-2580

ザ・ゴールデンパレス 喜多田芳起 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-5-23 http://www.gp-o.com ☎06-6962-3900

グランバル 山本　陽子 〒538-0051 大阪市鶴見区諸口3-5-16 101 ☎090-3354-8856

西條ダンススタジオ 西條　利宗 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原3-16-10 スタシオン鴫202 ☎06-6797-1058

ミズシマダンスカンパニー 水島　寛司 〒550-0005 大阪市西区西本町2-4-19 902 ☎090-1916-2372

サザンフォレストダンススタジオ 藤原　敏英 〒530-0047 大阪市北区西天満3-6-21 東梅田ビル301号 http://s-f-d-s.com/ ☎06-4709-0777

ダンススクール寺岡 寺岡　芳貴 〒531-0074 大阪市北区本庄東2-2-30 WISH大阪ビル7F 
 http://www.dance-teraoka.com ☎06-6486-3558

ヒラタダンスクラブ 平田　伸之 〒599-8111 堺市東区日置荘北町3-11-30 タツノビル2F ☎090-3655-3660

OSDスタジオ 小笠原直弘 〒590-0925 堺市堺区綾之町東1-2-4 ☎072-225-5788

DoA Studio 上原　伸之 〒577-0056 東大阪市長堂1-5-6 布施駅前セントラルビル6F https://ameblo.jp/
nobutama/ ☎06-6789-9045

N DANCE STUDIO 岡本　直樹 〒577-0066 東大阪市高井田本通2-1-4 ☎06-7502-7582

兵庫県

ダンス夢ファクトリー　芦屋教室 山崎　貴子 〒659-0092 芦屋市大原町2-6 ラ・モール芦屋208 http://www.dance-yume.co.jp ☎0797-35-0161

MIYAZAKI Dance Studio 宮﨑　政明 〒659-0068 芦屋市業平町2-10芦屋濱口ビル4階 ☎0797-32-7744

ダンススタジオ赤い靴 藤田　一郎 〒661-0001 尼崎市塚口本町2-1-15-203 ☎06-6427-8951

ウィングソシアルダンスアカデミー 増田　克巳 〒660-0892 尼崎市東難波町5-3-13 阪神不動産販売第6ビル3F ☎06-6482-0059

朝霧ダンススクール 山本伊津夫 〒651-0092 神戸市中央区生田町1-4-20 新神戸ビルディング5F ☎078-231-1215

DANCE GARDEN TSS 北牧奈緒子 〒657-0051 神戸市灘区八幡町1-2-54 メゾン神和B棟1F ☎078-855-4514

ダンススタジオ　ベアーレ 仲西　　勝 〒658-0012 神戸市東灘区本庄町1-16-14 サンフォレストビル3F 
 http://www.dance-bearle.com ☎078-891-6637

Dance Labo D＆J 岡田　大輔 〒663-8035 西宮市北口町2-5 西宮北口ビルくすの木2F http://dance-labo.com/ ☎0798-67-1101

Studio la mer 魚谷　征義 〒662-0075 西宮市南越木岩町10-15 苦楽園タケダビル地下1F 
 https://studiolamer2017.wixsite.com/lamer ☎0798-77-6686

川野ダンス教室 川野　典雄 〒673-0553 三木市志染町東自由が丘1-712 ☎090-6232-9701

相生スポーツダンスアカデミー 石原　裕久 〒678-0006 相生市本郷町5-3 相生ステーションホテルアネックス ☎0791-24-3000

奈良県
DSジョイ・エツコ 前田　悦子 〒630-0212 生駒市辻町472-12 ☎0473-75-5259

スタジオ レイ 阪田　麗二 〒639-1134 大和郡山市柳町96-9 www.eonet.ne.jp/̃raydance/ ☎0743-55-2287

岡山県
ミムラダンススクール 三村　明弘 〒700-0031 岡山市北区富町1-8-6 http://mimura-ds.com/ ☎086-259-3069

ミムラダンススクール 三村　明弘 〒710-0833 倉敷市西中新田82-4 ☎086-427-4075

小滝敏裕ダンススクール 小滝　敏裕 〒708-0845 津山市日上1675-7 ☎0868-26-3321

広島県 ダンススタジオファースト 倉田　俊和 〒732-0803 広島市南区南蟹屋1-3-39 倉田ビル2F ☎082-281-3131

鳥取県 T＆Cダンスアカデミー 岡島千恵美 〒683-0804 米子市米原4-1-40 ☎0859-44-5858

徳島県 スタジオS＆A 鈴江　　潔 〒779-3122 徳島市国府町府中812-5 ☎090-8697-0480

愛媛県 Dance Space Pleasures 菊川　荘也 〒799-1512 今治市高市139-3 前原ホール http://dancespace-sk.com/ ☎090-5271-1772

香川県 アキ.ダンススタジオ 横井　昭男 〒761-0106 高松市香南町西庄831-1 ☎087-879-0870

高知県 チャンススポーツダンスクラブ 徳久　譲二 〒780-8010 高知市桟橋通3-25-22 浜幸ビル2F ☎088-833-2627

福岡県

SAKAIダンスクリエーション 堺　　雅彦 〒825-0005 田川市大字糒2455-1 筑豊ダンススタジアム内 ☎0947-85-9466

サエキダンスアカデミー 佐伯浩一郎 〒812-0026 福岡市博多区上川端町11-8 川端中央ビル3F 
 http://www.saeki-dance.jp ☎092-282-5775

住吉ダンススクール 住吉　敏英 〒815-0041 福岡市南区野間2-15 2F http://www3.coara.or.jp/̃ssds/ ☎092-541-3979

ノガミダンススポーツクラブ 野上　宏哉 〒815-0042 福岡市南区若久2-16-9 http://seesaawiki.jp/w/nogamidsc/ ☎092-408-5593

長崎県
T.Mダンススポーツ教室 島﨑　　猛 〒859-1302 雲仙市国見町神代乙88-3 ☎080-5277-4039

長崎ダンスアカデミー 青木　信之 〒850-0831 長崎市鍛冶屋町6-43 古賀ビル2F ☎095-823-9791

寺下ダンススタジオ 寺下　秋憲 〒854-0006 諫早市天満町13-18 ☎0957-22-6006

熊本県
マツモトダンスアカデミー 松本美千子 〒862-0958 熊本市中央区岡田町1-22 松本ビル2F 

 https://matsumotodanceacademy.jimdo.com/ ☎096-283-0025

サカイキタガワダンス教室 坂井　康祐 〒860-0844 熊本市中央区水道町9-13 2F http://www.sakaikitagawa.com/ ☎096-326-5432

高林ダンス教室 高林　徳男 〒860-0848 熊本市中央区南坪井町10-1 Be-9ビル1F ☎096-354-6090

大分県 サとシダンススタジオ 利光　良典 〒874-0937 別府市秋葉町7-24 日名子センチュリーハウス209号 ☎0977-25-8224

宮崎県 西島ダンスアカデミィー 西島　一徳 〒882-0047 延岡市紺屋町1-3-7 ☎0982-34-6256

鹿児島県 Tokyo渋谷ダンサーズ学院 渋谷　美徳 〒892-0827 鹿児島市中町 7-14 吉川ビル3F ☎099-239-2166

沖縄県 ダンススタジオスター 安谷屋　聡 〒901-0241 豊見城市豊見城413-2 ☎098-856-1887
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都道府県 スクール名 担当者 郵便番号 住 所 ・ H P 連絡先

東京都

中田ダンススクール 中田　　寿 〒114-0023 北区滝野川7-7-7 サークル伊藤ビル5F http://www.nakatadance.com ☎03-5567-0655

シノダ・スポーツダンスクラブ 篠田　龍佑 〒160-0022 新宿区新宿2-7-1 不二川ビル203 http://www.shinoda-sdc.com ☎03-3351-9298

フジイトータルダンスカンパニー 藤井　雅明 〒162-0825 新宿区神楽坂2-13-4 ☎03-3235-3563

スタジオ・ハートビート 佐久間祥子 〒167-0043 杉並区上荻1-15-4 オギタビルB1F https://www.studio-heartbeat.com/ ☎

田園調布オオシマダンススクール 大島　　康 〒158-0085 世田谷区玉川田園調布1-9-1 田園調布壱番館 
 http://www.oshimadance.com/ ☎03-3721-0081

STAR ROAD DANCE CENTER 石原　正三 〒111-0053 台東区浅草橋1-9-13 第川東京ビル6F ☎03-5825-6808

小川 純ダンススクール 古川　純一 〒140-0033 中央区新川2-1-11 八重洲第一パークビル6F 
 http://www.ogawa-danceschool.com/ ☎03-3297-4029

水道橋ダンススタジオ 井口　佐織 〒101-0061 千代田区三崎町3-4-4 小林ビル2F http://sds.velvet.jp ☎03-3264-0699

家泉ダンススクール 家泉　尚樹 〒171-0021 豊島区西池袋3-26-5 ニューマツモトビル7F http://www.iezumidance.com ☎03-3982-8512

ファミリアダンススポーツクラブ 杉崎　雅彦 〒186-0002 国立市東1-6-28 志田ビル4F http://www.dance-familiar.com ☎042-580-6272

ファミリアダンススポーツクラブ 
スタジオ2 杉崎　雅彦 〒186-0002 国立市1-16-17 ポポロショッピングセンターB1F 

 http://www.dance-familiar.com ☎042-505-5996

マイダンススクール 伊藤　　武 〒206-0011 多摩市関戸2-40-23 S・Iビル7F ☎042-375-2020

東久留米駅前ダンススタジオ テレマーク 酒井　文男 〒203-0014 東久留米市東本町2-6-2F ☎04-2926-1991

早坂ダンススタジオ 早坂　健一 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-6-1 早坂ビル4F 
 http://hayasaka-dance.sakura.ne.jp ☎0422-46-1127

ダンススクールハマノ 濱野　浩二 〒180-0006 武蔵野市中町1-1-8 HN28ビル9F ☎0422-52-9707

フジイヒロシダンススクール 藤井　　宏 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-8-6 ガイビル4F ☎0422-40-5563

タナカダンススタジオ 田中　幸則 〒194-0212 町田市小山2581-1 プレジオ小山Ⅱ301 ☎090-5406-0545

パレアダンススタジオ 長嶋真由美 〒146-0084 大田区南久が原2-10-3 ☎03-6715-2049

鷲宮ダンス教室 緒方　新一 〒165-0032 中野区鷲宮3-34-5 篠崎ビル3F ☎03-3310-1550

FESSIダンススクール 鈴木　秀朗 〒151-0071 渋谷区本町6-34-8 B1F ☎03-6300-9576

ダンススタジオモリモト 森本　康成 〒194-0013 町田市原町田6-23-5 エリーゼMGビル2F 
 http://www.morimotodance.com ☎042-726-4950

ヤスオカサトルダンススクール 安岡　　覚 〒207-0021 東大和市立野4-473-14 ヤスオカビル2階 ☎042-566-5454

つきおかダンス 月岡幸一郎 〒116-0013 荒川区西日暮里 1-62-23 ムーンヒルズ101 ☎03-6458-3573

ダンススタジオあい 森田　晴夫 〒192-0015 八王子市大和田町 7-10-13 ☎042-644-0015

ダンススペースSATT 荒井　幸子 〒132-0013 江戸川区北葛西 3-5-27 ☎03-3679-1806

マスザワソシアルダンススクール 増澤　克宣 〒189-0001 東村山市秋津町 5-13-21 柴田ビル3階 ☎042-393-4027

神奈川県

フジイダンススクール本厚木校 藤井　雅明 〒243-0018 厚木市中町4-10-3 中町三紫ビル3F ☎046-295-0818

ダンススタジオキシモト大船 岸本　　真 〒247-0056 鎌倉市1-23-26 ニュー大船ビル4F www.dance-k.jp ☎0467-44-7033

D.T.S Studioイナザワ 稲澤　義一 〒252-0132 相模原市緑区橋本台1-24-8 http://dtsdance.blog.fc2.com/ ☎042-853-5731

総合ダンススクールCAT 高橋　健次 〒242-0016 大和市大和南1-12-20 タカハシビル2F ☎046-263-5238

デュオダンススクール 伊藤　真樹 〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-12 サンライフ平本ビル ☎045-302-9107

小浜ダンスプラザ辻堂教室 小浜　昌治 〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町1-11-20 カネマサビル2F 
 http://www.kohama-dance.com/ ☎0466-37-0303

小浜ダンスプラザ平塚教室 小浜　昌治 〒254-0034 神奈川県平塚市宝町4-7 宝ビル2F http://www.kohama-dance.com/ ☎0463-24-9811

新潟県 近藤敏昭ダンススタジオ 近藤　敏昭 〒959-2632 胎内市新栄町5-63 ☎0254-43-4665

富山県
JELダンススポーツクラブ 笹山　治一 〒939-8096 富山市西大泉15-8 http://jobstation.jp/publics/index/16/♯page16_29 ☎076-420-4590

つちやダンススタジオ 槌谷　真一 〒936-0024 滑川市辰野8-1 ☎076-476-5008

長野県 高野秀昭ダンスアカデミー 高野　秀昭 〒382-0000 須坂市宗石町1286-2 須坂駅ビル2F ☎026-248-3922

静岡県

永山ダンススタジオ 永山　勝浩 〒413-0232 伊東市八幡野1208-44 ☎0557-48-7280

小川ダンススタジオ 小川　　智 〒435-0051 浜松市東区市野町386-3 ☎053-434-7474

ダンススタジオマカイノ 馬飼野洋子 〒416-0918 富士市平垣町8-15 ☎0545-61-9700

イシイダンススクール 石井　　猛 〒411-0035 三島市大宮町3-19-28 ☎090-8137-7740

JNSダンスアカデミー 手塚　慎一 〒420-0812 静岡市葵区古庄3-15-50 ☎054-265-3369

夏目ダンススタジオ 夏目　和夫 〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田1-5-18 natsumedance.com ☎054-257-1108

ダンスプレイススマイル 阿南美千子 〒420-0942 静岡市葵区松富上組 33-3 ☎054-255-5256

愛知県

東京ソシアルダンスアカデミー 鈴木　智隆 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘3-1412-2F http://www.imaike-dance.com/ ☎052-784-6772

名古屋グランドダンスクラブ 若原　典子 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-9-1 エステートパレスB1 ☎052-753-7730

ダンススクールイイヌマ 飯沼　佐敏 〒440-0837 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺2-215 dc-iinuma@tees.jp ☎0532-64-6733

あじさいダンススタジオ 久野　美和 〒470-0224 愛知県みよし市三好町天王55-8 ☎090-6334-6469

ドリームダンススタジオ 武澤　秀一 〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-204 http://www.dds-dream.net ☎052-773-3558

京都府

ダンススクールダンディー 須磨　和史 〒619-0221 木津川市吐師高樋7-7 木津川台駅ビル2F・3F http://dance-dandy.com/ ☎0774-71-3678

阪田ダンススタジオ 阪田　員郭 〒615-0004 京都市右京区西院下花田町8 http://www.sakata-dance.com/ ☎075-314-4947

水田ダンススタジオ 水田　晃司 〒604-8201 京都市中京区衣棚通御池下る長浜町153 おいけビル4F 
 https://www.mizuta-dance.com/ ☎075-211-9392

真田ダンスワールド 真田　清人 〒615-0033 京都市右京区西院寿町19-1 城ビル1F http://sanadadance.wix.com/kiyoto ☎075-202-9064
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大阪府

市川ダンススクール 市川　博康 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町13-5 小橋T.S.Cビル3階 
 http://www.ichikawadance.com ☎06-4304-1222

シンヤダンススタジオ 新屋　秀和 〒547-0034 大阪市平野区背戸口5-3-10 宝生ビル2F ☎080-8307-1096

ダンス夢ファクトリー　大阪教室 山崎　貴子 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-16-10 高石ビル2F www.dance-yume.co.jp ☎0797-35-0161

STUDIO FOREST LIVE 森住　公紀 〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 ヴィアあべのウォーク203 ☎06-6631-0747

丸山ダンス針中野教室 林　栄治郎 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-14-14 http://maruyamadance.web.fc2.com ☎06-6691-6849

J・Dance・Company 神保　秀樹 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-10 1204 ☎090-7112-2580

ザ・ゴールデンパレス 喜多田芳起 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-5-23 http://www.gp-o.com ☎06-6962-3900

グランバル 山本　陽子 〒538-0051 大阪市鶴見区諸口3-5-16 101 ☎090-3354-8856

西條ダンススタジオ 西條　利宗 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原3-16-10 スタシオン鴫202 ☎06-6797-1058

ミズシマダンスカンパニー 水島　寛司 〒550-0005 大阪市西区西本町2-4-19 902 ☎090-1916-2372

サザンフォレストダンススタジオ 藤原　敏英 〒530-0047 大阪市北区西天満3-6-21 東梅田ビル301号 http://s-f-d-s.com/ ☎06-4709-0777

ダンススクール寺岡 寺岡　芳貴 〒531-0074 大阪市北区本庄東2-2-30 WISH大阪ビル7F 
 http://www.dance-teraoka.com ☎06-6486-3558

ヒラタダンスクラブ 平田　伸之 〒599-8111 堺市東区日置荘北町3-11-30 タツノビル2F ☎090-3655-3660

OSDスタジオ 小笠原直弘 〒590-0925 堺市堺区綾之町東1-2-4 ☎072-225-5788

DoA Studio 上原　伸之 〒577-0056 東大阪市長堂1-5-6 布施駅前セントラルビル6F https://ameblo.jp/
nobutama/ ☎06-6789-9045

N DANCE STUDIO 岡本　直樹 〒577-0066 東大阪市高井田本通2-1-4 ☎06-7502-7582

兵庫県

ダンス夢ファクトリー　芦屋教室 山崎　貴子 〒659-0092 芦屋市大原町2-6 ラ・モール芦屋208 http://www.dance-yume.co.jp ☎0797-35-0161

MIYAZAKI Dance Studio 宮﨑　政明 〒659-0068 芦屋市業平町2-10芦屋濱口ビル4階 ☎0797-32-7744

ダンススタジオ赤い靴 藤田　一郎 〒661-0001 尼崎市塚口本町2-1-15-203 ☎06-6427-8951

ウィングソシアルダンスアカデミー 増田　克巳 〒660-0892 尼崎市東難波町5-3-13 阪神不動産販売第6ビル3F ☎06-6482-0059

朝霧ダンススクール 山本伊津夫 〒651-0092 神戸市中央区生田町1-4-20 新神戸ビルディング5F ☎078-231-1215

DANCE GARDEN TSS 北牧奈緒子 〒657-0051 神戸市灘区八幡町1-2-54 メゾン神和B棟1F ☎078-855-4514

ダンススタジオ　ベアーレ 仲西　　勝 〒658-0012 神戸市東灘区本庄町1-16-14 サンフォレストビル3F 
 http://www.dance-bearle.com ☎078-891-6637

Dance Labo D＆J 岡田　大輔 〒663-8035 西宮市北口町2-5 西宮北口ビルくすの木2F http://dance-labo.com/ ☎0798-67-1101

Studio la mer 魚谷　征義 〒662-0075 西宮市南越木岩町10-15 苦楽園タケダビル地下1F 
 https://studiolamer2017.wixsite.com/lamer ☎0798-77-6686

川野ダンス教室 川野　典雄 〒673-0553 三木市志染町東自由が丘1-712 ☎090-6232-9701

相生スポーツダンスアカデミー 石原　裕久 〒678-0006 相生市本郷町5-3 相生ステーションホテルアネックス ☎0791-24-3000

奈良県
DSジョイ・エツコ 前田　悦子 〒630-0212 生駒市辻町472-12 ☎0473-75-5259

スタジオ レイ 阪田　麗二 〒639-1134 大和郡山市柳町96-9 www.eonet.ne.jp/̃raydance/ ☎0743-55-2287

岡山県
ミムラダンススクール 三村　明弘 〒700-0031 岡山市北区富町1-8-6 http://mimura-ds.com/ ☎086-259-3069

ミムラダンススクール 三村　明弘 〒710-0833 倉敷市西中新田82-4 ☎086-427-4075

小滝敏裕ダンススクール 小滝　敏裕 〒708-0845 津山市日上1675-7 ☎0868-26-3321

広島県 ダンススタジオファースト 倉田　俊和 〒732-0803 広島市南区南蟹屋1-3-39 倉田ビル2F ☎082-281-3131

鳥取県 T＆Cダンスアカデミー 岡島千恵美 〒683-0804 米子市米原4-1-40 ☎0859-44-5858

徳島県 スタジオS＆A 鈴江　　潔 〒779-3122 徳島市国府町府中812-5 ☎090-8697-0480

愛媛県 Dance Space Pleasures 菊川　荘也 〒799-1512 今治市高市139-3 前原ホール http://dancespace-sk.com/ ☎090-5271-1772

香川県 アキ.ダンススタジオ 横井　昭男 〒761-0106 高松市香南町西庄831-1 ☎087-879-0870

高知県 チャンススポーツダンスクラブ 徳久　譲二 〒780-8010 高知市桟橋通3-25-22 浜幸ビル2F ☎088-833-2627

福岡県

SAKAIダンスクリエーション 堺　　雅彦 〒825-0005 田川市大字糒2455-1 筑豊ダンススタジアム内 ☎0947-85-9466

サエキダンスアカデミー 佐伯浩一郎 〒812-0026 福岡市博多区上川端町11-8 川端中央ビル3F 
 http://www.saeki-dance.jp ☎092-282-5775

住吉ダンススクール 住吉　敏英 〒815-0041 福岡市南区野間2-15 2F http://www3.coara.or.jp/̃ssds/ ☎092-541-3979

ノガミダンススポーツクラブ 野上　宏哉 〒815-0042 福岡市南区若久2-16-9 http://seesaawiki.jp/w/nogamidsc/ ☎092-408-5593

長崎県
T.Mダンススポーツ教室 島﨑　　猛 〒859-1302 雲仙市国見町神代乙88-3 ☎080-5277-4039

長崎ダンスアカデミー 青木　信之 〒850-0831 長崎市鍛冶屋町6-43 古賀ビル2F ☎095-823-9791

寺下ダンススタジオ 寺下　秋憲 〒854-0006 諫早市天満町13-18 ☎0957-22-6006

熊本県
マツモトダンスアカデミー 松本美千子 〒862-0958 熊本市中央区岡田町1-22 松本ビル2F 

 https://matsumotodanceacademy.jimdo.com/ ☎096-283-0025

サカイキタガワダンス教室 坂井　康祐 〒860-0844 熊本市中央区水道町9-13 2F http://www.sakaikitagawa.com/ ☎096-326-5432

高林ダンス教室 高林　徳男 〒860-0848 熊本市中央区南坪井町10-1 Be-9ビル1F ☎096-354-6090

大分県 サとシダンススタジオ 利光　良典 〒874-0937 別府市秋葉町7-24 日名子センチュリーハウス209号 ☎0977-25-8224

宮崎県 西島ダンスアカデミィー 西島　一徳 〒882-0047 延岡市紺屋町1-3-7 ☎0982-34-6256

鹿児島県 Tokyo渋谷ダンサーズ学院 渋谷　美徳 〒892-0827 鹿児島市中町 7-14 吉川ビル3F ☎099-239-2166

沖縄県 ダンススタジオスター 安谷屋　聡 〒901-0241 豊見城市豊見城413-2 ☎098-856-1887
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東京都

中田ダンススクール 中田　　寿 〒114-0023 北区滝野川7-7-7 サークル伊藤ビル5F http://www.nakatadance.com ☎03-5567-0655

シノダ・スポーツダンスクラブ 篠田　龍佑 〒160-0022 新宿区新宿2-7-1 不二川ビル203 http://www.shinoda-sdc.com ☎03-3351-9298

フジイトータルダンスカンパニー 藤井　雅明 〒162-0825 新宿区神楽坂2-13-4 ☎03-3235-3563

スタジオ・ハートビート 佐久間祥子 〒167-0043 杉並区上荻1-15-4 オギタビルB1F https://www.studio-heartbeat.com/ ☎

田園調布オオシマダンススクール 大島　　康 〒158-0085 世田谷区玉川田園調布1-9-1 田園調布壱番館 
 http://www.oshimadance.com/ ☎03-3721-0081

STAR ROAD DANCE CENTER 石原　正三 〒111-0053 台東区浅草橋1-9-13 第川東京ビル6F ☎03-5825-6808

小川 純ダンススクール 古川　純一 〒140-0033 中央区新川2-1-11 八重洲第一パークビル6F 
 http://www.ogawa-danceschool.com/ ☎03-3297-4029

水道橋ダンススタジオ 井口　佐織 〒101-0061 千代田区三崎町3-4-4 小林ビル2F http://sds.velvet.jp ☎03-3264-0699

家泉ダンススクール 家泉　尚樹 〒171-0021 豊島区西池袋3-26-5 ニューマツモトビル7F http://www.iezumidance.com ☎03-3982-8512

ファミリアダンススポーツクラブ 杉崎　雅彦 〒186-0002 国立市東1-6-28 志田ビル4F http://www.dance-familiar.com ☎042-580-6272

ファミリアダンススポーツクラブ 
スタジオ2 杉崎　雅彦 〒186-0002 国立市1-16-17 ポポロショッピングセンターB1F 

 http://www.dance-familiar.com ☎042-505-5996

マイダンススクール 伊藤　　武 〒206-0011 多摩市関戸2-40-23 S・Iビル7F ☎042-375-2020

東久留米駅前ダンススタジオ テレマーク 酒井　文男 〒203-0014 東久留米市東本町2-6-2F ☎04-2926-1991

早坂ダンススタジオ 早坂　健一 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-6-1 早坂ビル4F 
 http://hayasaka-dance.sakura.ne.jp ☎0422-46-1127

ダンススクールハマノ 濱野　浩二 〒180-0006 武蔵野市中町1-1-8 HN28ビル9F ☎0422-52-9707

フジイヒロシダンススクール 藤井　　宏 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-8-6 ガイビル4F ☎0422-40-5563

タナカダンススタジオ 田中　幸則 〒194-0212 町田市小山2581-1 プレジオ小山Ⅱ301 ☎090-5406-0545

パレアダンススタジオ 長嶋真由美 〒146-0084 大田区南久が原2-10-3 ☎03-6715-2049

鷲宮ダンス教室 緒方　新一 〒165-0032 中野区鷲宮3-34-5 篠崎ビル3F ☎03-3310-1550

FESSIダンススクール 鈴木　秀朗 〒151-0071 渋谷区本町6-34-8 B1F ☎03-6300-9576

ダンススタジオモリモト 森本　康成 〒194-0013 町田市原町田6-23-5 エリーゼMGビル2F 
 http://www.morimotodance.com ☎042-726-4950

ヤスオカサトルダンススクール 安岡　　覚 〒207-0021 東大和市立野4-473-14 ヤスオカビル2階 ☎042-566-5454

つきおかダンス 月岡幸一郎 〒116-0013 荒川区西日暮里 1-62-23 ムーンヒルズ101 ☎03-6458-3573

ダンススタジオあい 森田　晴夫 〒192-0015 八王子市大和田町 7-10-13 ☎042-644-0015

ダンススペースSATT 荒井　幸子 〒132-0013 江戸川区北葛西 3-5-27 ☎03-3679-1806

マスザワソシアルダンススクール 増澤　克宣 〒189-0001 東村山市秋津町 5-13-21 柴田ビル3階 ☎042-393-4027

神奈川県

フジイダンススクール本厚木校 藤井　雅明 〒243-0018 厚木市中町4-10-3 中町三紫ビル3F ☎046-295-0818

ダンススタジオキシモト大船 岸本　　真 〒247-0056 鎌倉市1-23-26 ニュー大船ビル4F www.dance-k.jp ☎0467-44-7033

D.T.S Studioイナザワ 稲澤　義一 〒252-0132 相模原市緑区橋本台1-24-8 http://dtsdance.blog.fc2.com/ ☎042-853-5731

総合ダンススクールCAT 高橋　健次 〒242-0016 大和市大和南1-12-20 タカハシビル2F ☎046-263-5238

デュオダンススクール 伊藤　真樹 〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-12 サンライフ平本ビル ☎045-302-9107

小浜ダンスプラザ辻堂教室 小浜　昌治 〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町1-11-20 カネマサビル2F 
 http://www.kohama-dance.com/ ☎0466-37-0303

小浜ダンスプラザ平塚教室 小浜　昌治 〒254-0034 神奈川県平塚市宝町4-7 宝ビル2F http://www.kohama-dance.com/ ☎0463-24-9811

新潟県 近藤敏昭ダンススタジオ 近藤　敏昭 〒959-2632 胎内市新栄町5-63 ☎0254-43-4665

富山県
JELダンススポーツクラブ 笹山　治一 〒939-8096 富山市西大泉15-8 http://jobstation.jp/publics/index/16/♯page16_29 ☎076-420-4590

つちやダンススタジオ 槌谷　真一 〒936-0024 滑川市辰野8-1 ☎076-476-5008

長野県 高野秀昭ダンスアカデミー 高野　秀昭 〒382-0000 須坂市宗石町1286-2 須坂駅ビル2F ☎026-248-3922

静岡県

永山ダンススタジオ 永山　勝浩 〒413-0232 伊東市八幡野1208-44 ☎0557-48-7280

小川ダンススタジオ 小川　　智 〒435-0051 浜松市東区市野町386-3 ☎053-434-7474

ダンススタジオマカイノ 馬飼野洋子 〒416-0918 富士市平垣町8-15 ☎0545-61-9700

イシイダンススクール 石井　　猛 〒411-0035 三島市大宮町3-19-28 ☎090-8137-7740

JNSダンスアカデミー 手塚　慎一 〒420-0812 静岡市葵区古庄3-15-50 ☎054-265-3369

夏目ダンススタジオ 夏目　和夫 〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田1-5-18 natsumedance.com ☎054-257-1108

ダンスプレイススマイル 阿南美千子 〒420-0942 静岡市葵区松富上組 33-3 ☎054-255-5256

愛知県

東京ソシアルダンスアカデミー 鈴木　智隆 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘3-1412-2F http://www.imaike-dance.com/ ☎052-784-6772

名古屋グランドダンスクラブ 若原　典子 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-9-1 エステートパレスB1 ☎052-753-7730

ダンススクールイイヌマ 飯沼　佐敏 〒440-0837 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺2-215 dc-iinuma@tees.jp ☎0532-64-6733

あじさいダンススタジオ 久野　美和 〒470-0224 愛知県みよし市三好町天王55-8 ☎090-6334-6469

ドリームダンススタジオ 武澤　秀一 〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-204 http://www.dds-dream.net ☎052-773-3558

京都府

ダンススクールダンディー 須磨　和史 〒619-0221 木津川市吐師高樋7-7 木津川台駅ビル2F・3F http://dance-dandy.com/ ☎0774-71-3678

阪田ダンススタジオ 阪田　員郭 〒615-0004 京都市右京区西院下花田町8 http://www.sakata-dance.com/ ☎075-314-4947

水田ダンススタジオ 水田　晃司 〒604-8201 京都市中京区衣棚通御池下る長浜町153 おいけビル4F 
 https://www.mizuta-dance.com/ ☎075-211-9392

真田ダンスワールド 真田　清人 〒615-0033 京都市右京区西院寿町19-1 城ビル1F http://sanadadance.wix.com/kiyoto ☎075-202-9064
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https://www.chacott-jp.com
http://www.lets-dance.jp/products/detail.php?product_id=2590


https://ameblo.jp/mizushimadancecompany/
http://dance-labo.com
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http://maruyamadance.web.fc2.com
https://www.rogers.co.jp/company/
https://www.yomeishu.co.jp
https://www.sme.co.jp/s/SME/?ima=4200
https://www.bourbon.co.jp


��

$!'.0*/2 

���64
�����������

1-)%#&"' ����
 #&"' ��� 

53(+,#&"' #&"'�������	��
� ��� � �

http://www.gp-o.com
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http://www.ctdsf.org.tw

