
業 務 説 明 資 料 
１ 件名 

  Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称）デジタルプロモーション業務委託 

 

２ 業務の目的 

(1) Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称）の認知度の向上 

  横浜アーツフェスティバル実行委員会（以下「実行委員会」という。）が主催するダンスフェステ

ィバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称）」（以下「フェスティバル」という。別紙１「開

催概要」参照）について、デジタル媒体を活用した話題づくりや情報発信等のプロモーションを実

施することにより、フェスティバルの認知度を向上させる。 

 

(2) 主要プログラムのチケット券売及び参加の促進 

  ５つの主要プログラム（別紙２「主要プログラムについて」参照）」について、デジタル媒体を活

用した券売及び参加の促進を実施する。 

 

３ 履行期間 

  平成 30年４月２日（月）から平成 30 年 12月 28日（金）まで 

 

４ 履行場所 

  実行委員会が指定する場所 

 

５ 業務内容 

 (1) 計画 

   「２ 業務の目的」に沿った、時期・ターゲットに応じた効果的・効率的なデジタルプロモーショ

ンの全体計画を作成する。 

 

(2) プロモーションの実施 

(1) の計画に基づき、効果的・効率的なデジタルプロモーションを実施する。 

ア 実施期間 

    平成 30年５月９日（水）から平成 30年９月 30日（日）まで 

イ 内容 

① 「２ 業務の目的」(1)及び(2)を実現するために効果的と考えられる SNS広告 

・Twitter、Facebook、Instagram のうち少なくとも１つ以上を活用し、ターゲットに幅広く訴

求すること。 

・実施にあたり、当該 SNSを選択する理由及び想定される効果を示すこと。 

② その他デジタルプロモーション 

・上記 SNS 広告と併せて実施することにより、より相乗効果を図ることが出来るその他デジタ

ルプロモーションを実施すること。 



ウ その他 

    ・公演情報、チケット販売情報、フェスティバル及び主要プログラム等に関する画像、動画に

ついては実行委員会が提供する。 

    ・広告文は受託者が作成し、配信前に実行委員会の承認を得ることとする。 

    ・実行委員会が提供する画像・動画を受託者が改変する場合は、実行委員会との協議により決

定する。 

    ・実行委員会が持つ Web サイト及び SNSアカウント（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube）

の運用、更新、投稿等については基本的に実行委員会がすべて実施する。しかし、同アカウ

ントを通じての広告出稿等、アカウントの共有が必要な提案がなされた場合には、受託者決

定後にその可否について実行委員会が検討する。 

 

(3) 報告 

ア 月次報告書 

実施されたプロモーションの効果、実績、分析をわかりやすく示した報告書を各プロモーショ

ン項目実施後速やかに（目安は毎月１回程度を想定）提出すること。 

その報告を踏まえて、適宜、実施内容について改善が必要な場合は実行委員会と協議の上、予

算の範囲内で速やかに対応すること。 

イ 完了報告書 

事業完了後に、実績（広告等は掲載の状況がわかる画像を含む）及び効果、分析、評価、その

他実施業務に関する報告書を作成すること。 

  ウ その他 

    誤配信やトラブル等、実行委員会への報告が必要と思われる事案が発生した際には、速やかに

実行委員会へ報告し、経過・経緯・対応策等をまとめた報告書を提出すること。 

 

６ 成果品について 

(1) 提出物・提出方法 

 ア 実施計画書（PDF形式・電子メール） 

 イ 月次報告書（PDF形式・電子メール） 

 ウ 完了報告書（PDF形式・DVD-R １部） 

 

 (2) 納期 

  ア 実施計画書 

    平成 30年４月 16 日（月）まで 

    ※以後は、実施状況に合わせて実行委員会と相談の上、調整すること。 

  イ 月次報告書 

 実行委員会と協議の上、決定する（土日・祝日の場合は前倒しとする）。 

  ウ 完了報告書 

平成 30年 12月 28日（金）まで 



(3) 提出場所 

横浜アーツフェスティバル実行委員会（横浜市文化観光局文化プログラム推進課内） 

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８ 関内新井ビル６階  

電話 045-671-3682 ／ FAX 045-663-1928 

E-mail bk-dance@city.yokohama.jp 

 

７ 留意事項 

(1) 本業務の実施に際しては、実行委員会と十分な協議を行いながら進めることとし、本業務説明資

料に記載のない事項及び疑義のある場合は、別途協議の上、決定するものとする。 

(2) 本業務の検討内容及び進行状況等について、実行委員会が報告等を求めた場合、特段の理由なく

これを拒んではならない。また、実行委員会が公表している又は実行委員会が認めた情報以外の情

報を第三者に漏らしてはならない。 

(3) 本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、委託業務の一部を第

三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ実行委員会の承諾を得なければなら

ない。 

(4) 本業務の実施のために創作した著作物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48

号）第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう）は、写真・イラスト等を含め、全て実行委員

会に帰属し、受託者はその成果を自ら利用し、又は第三者に帰属してはならない。また、実行委員

会が二次利用を含めて、これを自由に使用できるものとする。これにより受託者に生じた、いかな

る損害についても実行委員会は責任を負わないものとする。 

 

８ その他 

フェスティバルは、平成 30 年度横浜市各会計予算が横浜市会において議決されることを停止条件

とする事業のため、予算の議決がなされないときは、事業として成立しない。 

また、平成 30年度事業計画と予算案が横浜アーツフェスティバル実行委員会において承認される

ことも停止条件とする事業のため、承認がなされないときは、事業として成立しない。 



 

【業務説明資料・別紙１】 

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称） 開催概要 

 

横浜市は、「文化芸術創造都市」として、現代アートの国際展「横浜トリエンナーレ」、ダンスフェ

スティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA」、音楽フェスティバル「横浜音祭り」といった横浜らし

い特色のある芸術フェスティバルを毎年順番に開催し、街に賑わいを創出している。 

2018年は、ラグビーワールドカップ 2019TM及び東京 2020 オリンピック・パラリンピックを視野に入

れ、３回目のダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称）※」を開催予定で

ある。 

  ※平成 30年度予算が横浜市会において議決された後、フェスティバル名が確定する。 

 

本ダンスフェスティバルの開催概要は以下のとおり（５月上旬 情報解禁予定）。 

(1) 名 称 

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称） 

（読み方：ダンス・ダンス・ダンス・アット・ヨコハマ・ニーマルイチハチ） 

 

(2) 開催期間 

平成 30（2018）年８月４日（土）～９月 30日（日）（予定） 

 

(3) 会場 

横浜市内全域 

 

(4) ジャンル 

コンテンポラリー、ストリート、ソシアル、チア、日本舞踊、バレエ、フラ・ポリネシアン、 

盆踊りなどオールジャンル 

 

(5) 主な特徴 

ア 横浜の「街」そのものが舞台 

劇場内での公演だけでなく、横浜の景観などを活かした、横浜らしい、横浜ならではのプログ

ラムを展開する。 

イ クリエイティブ・インクルージョン 

    国籍・人種・世代・性別・障害等を超えて誰もが参加できるプログラムを展開する。 

ウ クリエイティブ・チルドレン 

    学校への出張授業やワークショップなど、横浜の未来を担う子どもたちの豊かな創造性や感性

を育む次世代育成プログラムを展開する。 

エ リヨン・ダンス・ビエンナーレとの連携 

    日仏友好 160 周年を迎える年に、横浜市の姉妹友好都市であるフランス・リヨンの国際的なダ

ンスフェスティバル「リヨン・ダンス・ビエンナーレ」のフランス人ディレクターが選定した作

品の上演及び同ディレクターの企画による日仏共同制作の世界初演を実施する。 

 



 

(6) フェスティバル全体のターゲット層 

 30代～50 代女性 

 

(7) 公式 Webサイト・SNS 

  ■Webサイト  https://dance-yokohama.jp/  

  ■Twitter    @ArtsYokohama フォロワー数 1,071（平成 29年 12月末時点） 

  ■Facebook   Dance-Dance-Dance-at-Yokohama いいね！の数 1,716件（平成 29年 12月末時点） 

  ■Instagram   dance_Yokohama フォロワー数 217（平成 29年 12月末時点） 

  ■YouTube    https://www.youtube.com/user/ArtsYokohama 

 

※参考：Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015 実績 

開催期間     2015年８月１日（土）～10月４日（日）〈65日間〉 

会場       横浜市内全域 

プログラム数   216プログラム 

総来場者数    約 371万人 

市民認知率    41.3％（平成 27年度横浜市に関する意識・生活行動実態調査より） 

パブリシティ効果 14億 340万円 

メディア露出件数 1,947 件（平成 27年 12月 31日までの集計分） 

https://dance-yokohama.jp/
https://www.youtube.com/user/ArtsYokohama


 

【業務説明資料・別紙２】 

主要プログラムについて 

 

「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018（仮称）」の主要プログラムは以下のとおり。ただし、検討中のものも含まれるため、今後変更可能性あり。 

公演名 公演内容 
ターゲット 訴求 

内容 地域 メイン顧客となりうる層 

横浜ベイサイドバレエ 

夜の横浜港大さん橋国際客船ターミナル、横浜赤

レンガ倉庫と横浜ベイブリッジといった横浜ならで

はの眺望を背景とした、世界的に活躍するバレエ

団による野外公演。（クラシック） 

来訪可能な首都圏地域を中心と

しつつも、比較的横浜にアクセス

しやすい主要都市を含めた全国 

30 代～60 代女性。クラシックバ

レエに多少なりとも興味がある。 

券売 

（６月上旬～ 

販売予定） 

横浜ダンスパラダイス 

国籍・人種・世代・性別・障害等を超えたオールジ

ャンルのダンサーがフェスティバル期間中の週末

に市内の駅前広場や商業施設などのオープンス

ペースでステージを展開。（オールジャンル） 

神奈川・東京を中心とした首都圏 

ダンスを嗜んでいる子どもと親

／ダンスサークル・団体／ダンス

教室／学校のダンス部 及びそ

の関係者 

出演者 

募集 

（５月～ 

募集予定） 

日仏共同制作公演 

＊リヨン・ダンス・ 

ビエンナーレ連携企画 

フランス人振付家が日本人ダンサーをオーディショ

ンで選出し、新作のクリエーションを行い、横浜及

びフランス国内でゲストダンサーを迎えて公演。（ス

トリート・ヒップホップ） 

来訪可能な首都圏地域を中心と

しつつも、比較的横浜にアクセス

しやすい主要都市を含めた全国 

10 代～30 代。国内外のストリー

トダンスに興味がある／リヨ

ン・ダンスビエンナーレに興味が

ある 

券売 

（６月上旬～ 

販売予定） 

海外招聘公演 

（バレエ） 

仏バレエ団による、20・21 世紀の巨匠作品からフラ

ンスの新世代の振付作品までの上演。（コンテンポ

ラリー） 

来訪可能な首都圏地域を中心と

しつつも、比較的横浜にアクセス

しやすい主要都市を含めた全国 

30 代～60 代女性。コンテンポラ

リーやクラシックバレエに興味

がある 

券売 

（時期調整中） 

海外招聘公演 

（ダンス＆映像） 

英国を拠点に世界的に活躍する振付家によるダン

スと映像が融合した作品の上演。（絵本のような映

像とダンスが組み合わさったコンテンポラリー） 

来訪可能な首都圏地域を中心と

しつつも、比較的横浜にアクセス

しやすい主要都市を含めた全国 

文化・情操教育に興味のある親

子。海外の作品であっても質の高

い芸術に触れたいと考えている

ファミリー層 

券売 

（６月上旬～ 

販売予定） 
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