
大注目若手ダンサー
共同プロジェクト



※Attention
このプロジェクト企画に
参加する⽅は必ずお読みください



Fumiya BoysUpbringing Class



『ダンサーFumiyaプロフィール』

Fumiya/フミヤ

dancer/ダンサー・Choreogrpher/振付師・Instructor/インストラ
クター・model/モデル・Artist/アーティスト

1996年 8月 21日 東京出身

小学6年生の頃からダンスに興味を持ち見よう見まねでやり始
め、中学校入学と共に本格的にダンスを習い始める。

そして卒業しダンスや音楽,芸能といった様々なエンターテイン
メントを学べる専門高校に入学し、入学と共に将来プロとして活
動する事を決心。

そんな音楽やダンスに恵まれた環境で
HIPHOP,JAZZ,LOCK,HOUSE,SOUL,Break等ストリートダンスを
中心的に様々なジャンルを習得し様々な知識も学ぶ。

現在はその知識や経験を活かしながらチーム活動では様々な
コンテストで優秀な成績を残す他、個人では主にバックダン
サーや振付師として全国で活躍し、様々なダンスバトルでも名
を残し続けている。また、磨かれたファッションセンスからモデ
ルとしても活躍中。ジャンル問わず全てのダンスや音楽に興味
を持ち続け、枠にはまらない自分独自の雰囲気やマルチな才
能を持った今最も熱く波に乗っている若手ダンサー兼アーティ
ストとして活躍中。

所属チーム:KING OF HOUSE/tri-o-legs

所属アーティスト:Hi-Fi(ハイファイ)



[主な活動実績]
経歴
■ARIAKE DANCE POWER STATION'2010 4位
■NEXT MOVEMENT 2013 vol.2 準優勝
■NEXT MOVEMENT GRAND FINAL 2013 準優勝
■Kids Dance festival 2013予選優勝
■ Run up!dance contest vol.8 ⾼校⽣部⾨優勝
■ice cream dance contest 2014 東京予選４位
■ミューザ川崎DANCE GP 2014 vol.8 優勝
■NEXT MOVEMENT 2014 vol.3 優勝
■DANCERS FLIGHT 2015 ~summer~優勝
■NEXT MOVEMENT 2015 vol.2 オーバーエイジ部⾨優勝
■Run up!dance contest vol.14 準優勝
■学園P天国P-1グランプリ コンテスト優勝/バトル準優勝
■Shine Vol.11 Kids 1on1 Dance Battle Best8
■RUN UP!Vol.9 3on3dance Battel Best8
■M.D.Aフリースタイル1ON1ダンスバトル Best8
■Against The Gravity vol.1 dance Battel 優勝
■avex Dance nation 2013 Dance Battel 3位
■STEPS LIMITED JAM Dance Battle vol.4 優勝
■Dance@live HIGH SCHOOL HOUSE side best8 
■ばぶりしゃす！？HOUSE battle vol.2 best4
■Run up! dance contest vol.16 準優勝
■ZERO CONTEST IBARAKI 2015 優勝
■MACHIDA CUP vol.11 準優勝芸歴Back dancer
■⼤塚愛バックダンサー
■Pharrell Williamsバックダンサー(2014)
■Fis blockバックダンサー(2014)
■D×M(from BKTK)振り付け(2015)
■⽻多野 渉バックダンサー(2015)
■lol~エルオーエル~バックダンサー(2015)
■w-inds.バックダンサー(2015~現在) 
■D-LITE(from BIG BANG)バックダンサー(2015)
■JUJU バックダンサー(2015)PV,TV
■lol~エルオーエル~ 「shake shake」PV出演
■miray｢パラソルスマイル｣PV出演
■フレンチ・キス｢きみなら⼤丈夫｣PV出演
■EXILE｢あなたへ｣PV出演
■清⽔翔太「マダオワラナイ」PV出演
■ソナーポケット「キミ記念⽇〜⽣まれてきてくれてアリガトウ。〜」PV出演
■清⽔翔太「DREAM」PV出演
■JUJU「what you want」PV出演
■w-inds. 「Boom Word Up」PV出演
■『中居正広が、今度は“教育”というテーマに挑戦！ザ・⼤年表 第４弾 超３時間スペシャル！！』
回想VTRダンスレッスン⽣役出演
■「a-nation musicweek Charge Go! ウイダーinゼリー」CM出演
■AKB48 CM JOYSOUND f1 「みんなで歌おう」篇 曲 恋するフォーチュンクッキー CM出演
■スシローCM出演バズリズム/UTA-tube/MUSIC FAIR/⾹港亜洲流⾏⾳楽節2016/
スカパー⾳楽祭2016/FNS歌謡祭/Music station/MTV/SMAP×SMAP/24時間TV/
⽇テレ系⾳楽の祭典BEST ARTIST/関ジャム完全熱唱show/等その他多数TV出演その他
■JADEモデル
■mad foot モデル兼パフォーマー
■SDM teens 公式モデル



今注⽬のDancer”Fumiya”とLaLibertaがタッグ
を組んだ企画です。
ダンスレッスンはもちろん、ユニットの構成や
企画なども0から考え今までにないモノを
FumiyaとLaLibertaで⽣み出し成⻑させていき
ます。

現在都内に多くのダンススクールがあり、ダンススクールはも
ちろんダンスを教えますがそれ以上（プロ）のことに関しては
別枠やスクールでは扱ってないのがほとんどです。
ダンススクール＝ダンスをする場所、ダンスの技術を⾼める場所。
その為⼤⼈数で基本講師の動きの真似をするなど全体でのダンスレッス
ン・また１⼈１⼈⽬的が違います。

では、初めからプロを⽬指す。
となると⾳楽事務所やプロダクションなどに⼊るというイメー
ジがあると思います。
では、その際に問題になるのはレッスンや所属する為の費⽤で
す。
無料で出来るところはほぼ無いに等しいです。
中にはレッスン費免除などありますが多くが”特待⽣””所属に
なったら”などでありその可能性はほんの⼀握りであります。



Fumiya×LaLiberta PROJECTでは、
単にダンサーを⽣み出すのが⽬的ではないです。
”マルチエンターテイナー”を⽣み出すのが⽬的です。

その為に表現者としてのダンスレッスンはもちろん。
プロとしての意識改⾰、現場での経験をさせていきます。
現場経験もダンス関連だけではなく様々な撮影現場に参加
させていきます。

■選考対象
満13〜満２０歳の男性（中学1年〜）
特定の事務所、レコード会社と契約していない⽅
基本ダンスなどができた⽅が良いですが、ダンス未経験者
でも構いません。
１番は「野⼼」のある⼈を求めております。

「⾃分が１番」
「なにがなんでも有名になる」
「ビックになる為ならなんでもする」

スキルは⾃分次第の努⼒で変えることはできます。
気持ちの部分もどうにでもできると思いがちですが、
まず根本がしっかりしていないと壁にぶち当たった時に
意外ともろく折れてしまいます。
この部分をウチではプロとしての意識改⾰をさせていき強
くさせていきます。
これは社会にでても⼤事な部分であります。
とりあえず、１番⼤事なのは現在の経験や技術ではなく。
「プロになりたい・世に出たい」
という気持ちの⼈が対象です。
ダンスが踊れないなら、踊れるようになればいい。
歌えないなら歌えるようになればいい。
まず、⾏動してから⾃分には出来ない・向いてないかを決
めるべきだと思います。



戦いの舞台は

だけではなく
東京を拠点に

拡⼤させていきます
東京だけの活動にとどまらせないですよ!!

全国！？全世界！？を巻き込んでいきます。



基本
ダンスレッスン（Fumiyaダンスレッスン）
ユニット活動（⾃社イベント・外部イベント・・等）
個⼈活動（撮影・個⼈イベント出演・・等）

上の図のように
Fumiya Boys 育成クラスは
３つの階級に分かれます。
最下部の （ナイト・騎⼠）から始まり
次が （プリンス・王⼦）
最後は （キング・王様）



⾦持ちになる

募集対象
満13〜満２０歳の男性（中学1年〜）

今の⾃分を変えたい



AD詳細

第１次審査 書類審査
締め切り
・１⼈１⼈Fumiyaと企画プロデューサー・スタッフが審査致します。
第２次審査 ⾯接審査
質疑応答・⾃⼰PR・パフォーマンス等
⽇程などの詳細は合格者のみ連絡致します。

（選考の流れ・その後)
第1次審査＝書類審査
＊通過者にのみ第２次の詳細連絡

↓
第2次審査＝面接
会場：LaLibertaスタジオ

↓
合格者のみ通知
合格後の動き
・レッスン開始
・自社イベント等活動開始
（レッスン等を見て判断します。）
外部・定期自社イベント出演



第１次審査 書類審査申し込み方法
☆メール・LINE・郵送のどれかになります。
書式は自由です。

（必要事項）
・名前(フリガナ) 
・年齢
・住所
・連絡先(携帯番号・メールアドレス) 
・現在の職業
・身長・体重
・写真添付（全身、上半身各1枚）※修正機能などのカメラアプリNG
・ダンス歴がある場合 (経験年数・ジャンル)
・自己PR
・保護者氏名・連絡先（未成年者の場合）

☆メール・LINE：上記必要事項を明記・写真２枚（全身・上半
身１枚ずつ）を添付して応募ください。

☆郵送：オーディション応募用紙もしくは、履歴書（上記必要事
項を明記）に、写真2枚（全身、上半身各1枚）を添付して郵送。
（宛先）
☆E-mail：laliberta.ent@gmail.com
☆LINE：
ID＝@uew8941y    
もしくは右のQRコードから読み込み
友達追加して必要事項を明記・写真２枚添付
忘れずにご応募ください。
☆郵送：〒166-0013東京都杉並区堀ノ内2-4-3 ３F
LaLiberta「Fumiya×LaLiberta オーディション」係
☆HP：http://http://www.laliberta.org/




