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             瀬川ナミ☆ジャズダンスカンパニー代表の瀬川ナミです。 

このたびは当カンパニーに興味を持ってくださいまして、 
ありがとうございます。 

 
あなたはこんなことを思ったことはありませんか？ 

 
・とにかくダンスがおどれるようになりたい！ 

・カッコよくおどれるようになって思いきりダンスを楽しみたい！ 

   ・友だち、家族、たくさんの人たちに自分のダンスを見てほしい！ 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
・プロになってテーマパークやミュージカルなどでおどりたい！ 

・TV、CM、PV、コンサートなどにダンサーとして出演したい！ 

・モデル、役者やタレントとしても活動してみたい！ 

・ダンスの先生になってみたい！ 

 
結論からいいますと、その思いは当カンパニーを通じてかなえること 

ができます。 
カンパニー在籍メンバーと、卒業メンバーたちがそのことを証明してくれています。 

 
 当カンパニーでは、はじめてダンスをする方からプロを目指す方まで、幅広い目的を持った方が

ダンスを楽しんでいます。ダンス初心者も、レッスンに通ううちに次第に身体が動くようになり、

ストレッチなどで身体も柔らかくなっていきます。おぼえにくかった振付にも少しずつついていけ

るようになり、気がつけば、どう動くかではなくどう表現するかを考えられるようになっています。 
日ごろのレッスンの成果を発表する場としては、長野県内各地のイベントにカンパニーとして参

加していますし、発表会も毎年開催しています。 
 
カンパニーから巣立っていった卒業メンバーたちは、東京ディズニーリゾート、ユニバーサルス

タジオ、などの各テーマパークをはじめ、ミュージカルダンサー、チアダンサー、TV・CM 出演、

音楽 PV 出演、コンサート出演、海外ダンスカンパニー所属ダンサー、振付家、ダンスインストラ

クターなどダンスを活かした芸能各方面でプロとして活躍しています。 
最近ではダンスだけでなく、テレビドラマ・モデル・ミュージカルアクター・タレント・舞台俳

 
代表インストラクター 

瀬川 ナミ 



 - 2 - 

優などで活躍している人もいます。 
 
 ・・・ということは、あなたにもそれができるチャンスがあるということです。 
 
当カンパニーが他の一般的なダンススクールと違う点はいくつかあります。 

 
□バレエの基礎が身につきます 

40年を超える伝統を持つバレエ教室が母体です。レッスンにバレエの基礎を取り入れています。

洗練された美しいダンスが身につきます。バレエ初心者でも最初から優しく教えてもらえます。 
 
□シアタージャズが基礎から身につきます 

シアタージャズとはミュージカルとともに発展してきた観客に見せるためのショービジネス用

ダンスです。バレエの基本を求められます。ディズニーや劇団四季のオーディションには必須のダ

ンステクニックです。シアタージャズを最初から優しく教えてもらえます。 
 
□東京や全国で活やくするプロダンサーへの道が開かれています 

道が将来の進路にもつながっています。卒業メンバーたちは長野県やダンス業界のワクをこえて

活やくしています。楽しくレッスンに励んでいるうちにプロになっているかもしれません。 
（※卒業メンバーの実績は後ほど紹介） 

 
□代表インストラクターが実績ある現役のプロダンサーで、 

プロの振付家です。 （※瀬川の経歴は後ほど紹介） 

代表の瀬川ナミが東京の仕事で得た新しい経験や 
ノウハウを持ち帰ってレッスンに取り入れています。 
レッスン内容がメンバーに合わせて充実していきます。 
 
□長野県で習えます 

東京の一流スタジオや芸能養成所と比較しても見劣りし

ない、わかりやすくて楽しいクラスレッスン、美しく洗練さ

れたステージパフォーマンス、個人の能力を高めるプロ養成

指導 etc が、長野県内で体験できるスクールは当カンパニー

だけではないかと思っています。 
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当カンパニーはおかげさまで 2007 年に 15 周年を迎えました。 
「ハートを元気にするダンス、観る人のこころを勇気づけるダンス」という理念のもと、ジャズダンスを

中心にしたクラスレッスン、長野県内各地でのイベント出演、発表会開催、東京での各種オーディ

ションの紹介・サポートなどの活動を行っています。 
現在は、長野、諏訪、佐久、上田、東京の５ヶ所でクラスレッスンを開催しております。 

 
 今後は 2012 年の 20 周年を目指して、さらに皆さんのハートが元気になるようなより充実感の

あるレッスンプログラムの実現と、目的にあったプロダンサーの育成をしっかり行っていきます。

どうぞご期待ください。 
 
 私たちは新しいメンバーを募集しています。 

 
 あなたがもし身体を動かすことやダンスに興味があれば、当カンパニーの美しく洗練されたジャ

ズダンスをはじめてみませんか？ 
 
 あなたがもしプロになりたいのであれば、当カンパニーのプロダンサー養成クラスは夢への近道

になるでしょう。 
 
 この入会案内書を読んで、あなたのこころが共鳴したのなら、ぜひ一度見学にいらしてください。 

 
あなたからのお問い合わせ・見学のご予約をお待ちしています。 

 
 

瀬川ナミ☆ジャズダンスカンパニー 代表 

プロダンサー・振付家 

 

瀬川 ナミ 
 
 
追伸 

当カンパニーでは、ヒップホップやストリートダンスなどのダンスはありません。その代わりに

正統派のバレエをベースにしたミュージカルスタイルのシアタージャズがあります。 
また一般的なダンススクールに比べて多少高めの料金設定になっています。さきほどご紹介した

違いに価値を感じられない場合は、他のスクールを選ばれることをお勧めします。 
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〇 ハッピーダンスクラス 《長野・上田》 
 

入会した日から楽しくおどれるクラスです。ジャズダンスをはじめて習う初心者の方に適しています。 

趣味で、自分のペースで長く続けたい方にも向いています。対象は小学４年生から大人の方まで。 

 

入会金 10,000 円 ／ 月謝 7,000 円 ／ 小学４年生～大人 

※ハッピーダンスの月謝は、バレエの月謝と組み合わせることができます。詳しくはおたずねください。 

 

 

〇 ディズニー大好き！キッズジャズダンスクラス 《上田・佐久平・長野・諏訪》  NEW  
 

小学 2 年生～中学 1 年生までを対象にした 2007 年開設のクラスです。 

「ディズニーの曲やダンスが大好き！」  「音楽を聞くとついリズムをとっちゃう！」 

「テレビ・芸能界にもちょっとあこがれ…！」 etc 

とにかく楽しく元気にダンスをおどりたいキッズのためのクラスです。バレエがベースですので、カッコよ

さのなかにも洗練された品のあるダンスがおどれるようになります。バレエ、ダンス初心者大歓迎です。 

 

※個性が光る子には、東京の芸能プロからの依頼で、子役オーディションの紹介をするかもしれません。 

※キッズジャズの月謝は、バレエの月謝と組み合わせることができます。詳しくはおたずねください。 

※無料体験レッスンをやっています。毎月第４週目に予約制です。お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

入会金 10,000 円 ／ 月謝制 7,000 円 ／ ５歳～中学 1 年生まで 

 

 

〇 ナミ☆スターダンサーズチーム （現在準備中） 

歌っておどるスターを目指すクラスです。ダンスレッスンとボーカルレッスン両方ができるクラスです。 

ディズニーやミュージカルといった、楽しくて夢のある曲でレッスンします。自分に自信をつけたい方にも

向いています。おどれて歌えれば夢も広がっていくでしょう。小学校 3 年生から高校 3 年生まで。 

歌唱指導は混声合唱団も指導されている、声楽指導のベテランです。 

 

入会金 20,000 円 ／ 月謝 15,500 円 ／ 小学 3 年生～高校 3 年生 

 

※月謝にはボーカルレッスンの月謝も含まれています。 
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〇 プロダンサー養成クラス 《長野・上田・諏訪》 実績県下ナンバーワン！プロデビュー続出中！ 

 

ダンスを仕事にしたい人、ダンスを活かして仕事の幅を広げたい人、テーマパークや各種オーディショ

ンに合格したい人など、プロダンサー、エンターテイナーになるための本格的なクラスです。ある程度ダン

ス経験がある、小学 5 年生から大人の方が対象になります。 

「動けるダンス」から、「表現するダンス」、「感動をよぶダンス」へ進化することを目指します。 

バレエ、シアタージャズ、タップダンス、ウォーキング、書類指導、宣材写真撮影紹介、面接指導、など

オーディションに向けたありとあらゆるテクニックを身につけていきます。また身体の体調管理やウェイト

管理なども厳しく指導されます。プロと同じ様に扱うことにより、プロ意識の芽生えをうながします。 

ダンステクニックではなく、気持ちが本気の人だけがついていけるクラスです。ですが、個別のカウンセ

リングも行いますのでメンタルケア面のサポートも充実しています。 

またダンス関係に強い芸能プロと提携して、表に出ていないオーディション情報なども紹介しています。 

 

※入室前に瀬川ナミによる個別カウンセリングがあります。希望者の目標を確かめます。 

※「バレエ週 3 回の受講」が条件です。 

※特別な事情のない限り、「年に 1 回以上の発表会参加」が条件です。 

※長野スタジオでは、個人の目標によっては専門のボーカルトレーニングを紹介しています。 

 

入会金 50,000 円 ／ 月謝 24,000 円 ／ 小学４年生～大人 

 

※月謝はプロクラス週１回とバレエ週 3 回（15,000 円）込みの料金です。バレエを週４～５回受講しても月

謝は変わりません。 

※体験レッスンはビジター料金 3,000 円で受講できます。 

このほかにダンスクラスを受講希望の方は＋２０００円の２６０００円のお月謝でハッピーダンス、他スタジ

オのプロクラス、ハッピーダンスクラスなど受け放題になります。 

 

＊卒業生の活躍 ほんの一部をご紹介＊ 

◆中河内雅貴 （カオス・パフォーマーズオフィス所属） 

ミュージカル「テニスの王子様」 仁王雅治役 ／ ＴＶドラマ「セレブリティ」涼役（テレビ東京系） 

ＣＤ ／ ＤＶＤ ／ 写真集 他 

◆若月さら （スペースクラフト所属） 

ＴＶドラマ「魔法先生ネギま！」 神楽坂明日菜役（主役） ／ ＣＤ  他 

◆古川雄大 （トヨタオフィス所属） 

ミュージカル「テニスの王子様」 不二周助役 ／ ＴＶドラマ「風魔の小次郎」 霧風役 他 

 

〇 ボーカルトレーニング 《長野》 
 

歌は、ダンス、芝居とともに、「芸能三種の神器」と呼ばれるほど芸能界で重要視されています。とくにミ

ュージカルアクター、俳優やタレントを目指す方には、必ず必要となるスキルです。そしてダンスと同じで

付け焼刃がきかないため長期間のトレーニングを必要とします。 

長野スタジオでは、夢の実現に理解があり、目標にあわせて柔軟にレッスンしてくださる歌唱指導の先

生を紹介しています。先生の熱心なご指導のもと、プロクラス在籍メンバー2 名が東京芸術劇場で公演さ

れたミュージカル「カーネギーの日本人」に合格し出演しました。 

目標にあわせた歌唱指導を受けたい方は、短期・長期とも、ご相談ください。 
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〇 大人のバレエ入門 《長野・上田・諏訪・佐久》 
 

「子供のころからの夢だったバレエ。勇気を出してはじめたらとっても楽しいです！」という大人の女性

から、「ダンスをうまくなるためにバレエで基礎づくり」という高校生まで。趣味、美容、健康、シェイプアップ、

ダンスの上達と訪れる理由は様々、でも「自分を磨く」という目的は一緒。少しずつ変わっていく自分の姿

に幸福感を感じられるクラスです。難しくならないようにレベルをコントロールしていますので、はじめての

バレエレッスンに最適です。 

 

入会金 10,000 円 ／ 月謝 7,200 円 ／ 高校生以上または小学 5 年生以上 

 

 

〇 シアタージャズクラス 《東京》 
 

東宝ミュージカル「王様と私」など、ショービジネスの世界で長年プロダンサーとして活躍してきた講師が

直伝する、本格派シアタージャズのクラスです。短時間に集中してコンビネーションを消化するので、振り

覚えが確実によくなります。このクラスはシアタージャズのテクニックを必要とする、テーマパークダンサー

志望者にかなり有効です。 

ヒールでのダンスも身に付きますので、心配ご無用。華のあるイキイキとしたダンスに触れて、きれいに

変わっていく自分の姿に出会いましょう。 

また、希望の多いオーディション対策のための個人カウンセリングも行います。心身ともにレベルアップ

できるクラスです。 

 

http://www.symwoo.com/dansq/deta/segawa-jazz.html （瀬川ナミのシアタージャズ） 

 

入会金 10,500 円（ダンススクエア代官山） ／ チケット制 1 回 2,500 円  

 

※当カンパニーの東京クラスは、東京のダンススタジオ「ダンススクエア代官山」と提携しています。そちら

へ納める入会金が入室条件になります。体験レッスンはビジター料金 3,150 円で受講できます。 

 

 

● 入会金の補足 
 

入会金は「積み上げ方式」になっています。より入会金の高いクラスへ移動する、または追加入室する

場合、高い方の入会金から安い方の入会金を引いた金額が、新たにお納めいただく入会金です。 

（例）ハッピーダンスクラスから、プロフェッショナル養成クラスに入室する場合。 

プロクラス：50,000 円－ハッピー：10,000 円＝40,000 円  ⇒新たに納める入会金 40,000 円。 
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＊長野スタジオ 長野市吉田 1 丁目３－２０ ℡：026-263-7334 

月 火 水 木 金 土 

  

 

バレエ  バレエ PM3:00～４:４0 

プロ養成クラス 

 PM6:00～7:00 

キッズジャズ 

バレエ  バレエ PM5:00～6:20 

大人のバレエ 

 PM7:10～8:20 

ハッピーダンス 

PM8:10～9:30 

大人のバレエ 

 バレエ  

 

 

 

＊諏訪スタジオ 諏訪市四賀普門寺３９７ ℡：0266-57-0635 

月 火 水 木 金 土 

 バレエ バレエ PM2:10～3:30 

大人のバレエ 

 PM1:30～2:50 

大人のバレエ 

 バレエ バレエ バレエ  

 

バレエ 

 バレエ バレエ PM6:30～7:30 

キッズジャズ 

 バレエ 

   PM7:40～9:20 

プロ養成クラス 

 バレエ 

 

 

＊上田中央スタジオ 上田市中央 6 丁目 11-13 ℡：0268-22-8703 

月 火 水 木 金 土 

PM8:00～9:40 

プロ養成クラス 

（７月開校！） 

PM8:10～9:40 

大人バレエ：中 

 バレエ キッズダンス５：４

０～６：４０ 

ハッピーダンス 

７：００～８：１０ 

バレエ 

 
上田三好町にて 

大人バレエ：入門 

PM7:30～ 

＊佐久平教室 JR 岩村田駅そば                   ℡：026-263-7334（長野・事務局へ） 

月 PM1:00～2:20 

新講座バレエ

ピラティス 

バレエ PM6:20～7:20 
キッズダンス 

  

 

＊東京教室 東京都渋谷区鴬谷町 3-2 SU ビルＢ1 ℡：03-3770-5995 （ダンススクエア代官山） 

水 準備中：はじめて

のテーマパーク 
PM8:30～10:00 

シアタージャズ 
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初回のレッスンの際は、「動きやすい服」と「動きやすい靴」をご用意ください。 

Ｔシャツにダンススパッツか、ハーフのスウェットパンツがベストですが、ジャージでも OK。ただしジーン

ズは NG です。 

靴はジャズシューズかバレエシューズがベストですが、両方お持ちでない方は裸足でも OK です。 

 

ジャズシューズ、バレエシューズはレッスンで必要になります。他にレオタード、ダンススパッツなどは少

しずつそろえていかれればよいでしょう。 

 

レッスン用品の購入はインストラクターがアドバイスいたしますので、おたずねください。 

 

 

 
 

 

日ごろのレッスンの成果を披露する発表会・イベントは自由参加です。（プロクラスのメンバー以外） 

ですが、できるだけ参加されますようにお勧めしています。 

 

発表会やイベントに参加すると…… 

  

□ダンス三昧の日々を送れます！        □言葉にできない達成感を味わえます！ 

□カンパニーのメンバーと仲良くなれます！   □自分に自信がつきます！ 

□多くの人に自分のダンスを見てもらえます！  □ダンスが格段に上手くなります！ 

 

他にもよいことがたくさんあります。 

 

ただし費用もかかることですので、お声はかけますが強制はいたしません。 

ご案内した際にそのつどお選びください。 

 

当カンパニーの発表会は、発表会というよりもショーといえます。 

「自分のハートを元気にして、この元気いっぱいのハートで観る人の心を力強く勇気づける」 

がカンパニーのメンバーズ・ミッションだからです。 

 

ご招待した友だちや、ご家族にもきっと純粋に満足いただけるステージを体感いただけると思います。 
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森永チョコボール全国キャラバン 

PRIDE 男祭り 2005～頂～オープニングアクト 

 

●演劇出演 

劇団ふるさときゃらばん 

「愛・地球博公演」・「世界はまあるい北海道公演」 

 文学座 

「みんなであそぼアートピアの森」（青山円形劇場） 

「若草物語」（日生劇場） 

 

●渡米 
ニューヨークのダンスカンパニー 

「H.T.Chen.Dance.Company」の団員として活躍 

●インストラクター 
バレエ  ジャズダンス  ピラティス  ヨガ 

●振付 

フジテレビ「ダンシングホスト」 

志摩スペイン村・パルケエスパーニャ 

岡山倉敷チボリ公園（テーマパーク） 

 

●モデル／スチール 
「雑誌 ラブベリー 専属モデル」 

「日本毛織」 「ラフォーレ原宿」 「雑誌 PINKY」 

「ヘアアレンジ」 「○｜○｜」 「高島屋」 他 

 

●テレビドラマ出演 
―若月さら― 

「魔法先生ネギま！」神楽坂明日菜 役 

―中河内雅貴― 

「美容少年セレブリティ」涼 役 

―古川雄大― 

「風魔の小次郎」霧風 役 

 

●CD／DVD／写真集 
―中河内雅貴― 

・写真集・DVD：「MENS DVD」 

・CD：ミュージカル「テニスの王子様」 

ベストアクターズシリーズ 008 

・メジャーデビュー！ 

2008 年 2 月「ｓｔａｎｄ ｕｐ！」発売（オリコン３５位） 

―若月さら― 

CD：ドラマ版「魔法先生ネギま！」OP＆ED テーマ 

―古川雄大― 

写真集・DVD：「MENS DVD」 

●東京ディズニーリゾート・エンターテイナー 

ダンサー／キャラクター／カウントダウンダンサー 

「アンコール」 「ビックバンドビート！」 

「ドリーム オン パレード」 

「ミニーズ ティアラ オブ ドリームス」 「ミシカ」 

「ポルトパラディーゾ ウォーターカーニバル」 

「ワン マンズ ドーリームⅡ」 

「ミニー オウ！ ミニー」 「ドリームクルーズ」 

「ドリーム パレード ムービーオン」 

「エレクトリカルパレード」 etc 

 

●ユニバーサル・スタジオ・エンターテイナー 

「ハッピーハーモニーセレブレーション」 etc 

●サンリオ・ピューロランド 

●志摩スペイン村・パルケエスパーニャ 

 

●東宝ミュージカル出演 

「ラマンチャの男」 「王様と私」「DREAM BOYS」 

●その他 ミュージカル出演 
「カーネギーの日本人」 

―中河内雅貴― 

・テニスの王子様 仁王雅治役 

・葉っぱのフレディ～いのちの旅～ マーク役 

・ブロードウェイミュージカル PIPPIN 

―古川雄大― 

テニスの王子様 不二周助役 

●チアダンサー 
「チアドラゴンズ」 「武富士 BAMBOO」 「diana」 

「ヴィーナス」（読売巨人軍専属チア） 

●音楽 PV 出演 

「YUKI JOY」 etc 

●CM 出演 
「JAL」 「toto」 「KDDI」 「大正製薬 VICS」 

「ｾｲｶ食品 ﾎﾞﾝﾀﾝｱﾒ」 「日本生命」 「光 BBIQ」 

「バンテリン」 

●ＴＶ出演 

「ｿﾆｰﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ/ｸﾞﾚｲﾃｽﾄ・ﾑｰﾋﾞｰｿﾝｸﾞ」 

「NHK 演歌ショー」 「MUSIC VIDEO AWARDS」 

「Ｍステーション」 「ＮＨＫ紅白歌合戦」etc 

 

●コンサート／イベント／ショー出演 

ユーミン逗子マリーナコンサート 

TEPCO 一万人コンサート世界劇「黄金の刻」 

「THE STRIPS」クリスマスディナーショー 
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瀬川ナミ ―Ｎａｍｉ Segawa― 《代表インストラクター》 

 

長野県出身。４歳より両親のもとでクラシックバレエを始める。17 歳でディズニ

ーランド、ダンサーオーデションに最年少で合格。多くのステージショー・イベ

ントにメインダンサーとして出演。退園後、地元長野県に瀬川ナミ☆ジャズダン

スカンパニーを設立。現在も現役ダンサー・振付家としての活動をしながら、自

身の学びや経験を生かして後進育成に務めている。有名テーマパークへ合格

者を輩出するなど、数多くの優秀なダンサーを世に送り出している。 

＜主な出演歴＞ 

・安室奈美恵 「Vidal Sassoon/New Look(60s)」 MUSIC VIDEO&CM （振付） 

・宮本亜門演出 音楽劇 「狸御殿」 （新橋演舞場） 

・東宝ミュージカル[王様と私]イライザ役 （帝劇、飛天、中日劇場、博多座） 

・「セロ」マジックライブツアー （東京国際フォーラム、他） 

・松田聖子＆郷ひろみプロモーションビデオ ダンサーデュエット出演 

・ＴＶＣＭ「バンテリン」 「明治アミノコラーゲン」 ほか   多数出演 

 

 

荻原加奈子 ―Kanako Ogihara― 《本部インストラクター》 

 

幼少よりセガワバレエアカデミー、瀬川ナミ☆ジャズダンスカンパニーに学ぶ。 

宮崎シーガイアオーシャンドームダンサー、TRF ツアーダンサーとして活躍後、 

本部インストラクターとして後進の指導にあたる。 

厳しくもあたたかい指導は多くのメンバーより支持されている。 

 

 

知久君江 ―Kimie Chiku― 《インストラクター》 

 

東京ディズニーリゾート・エンターテイナーとして多くの舞台に出演。 

現在はインストラクターとしてカンパニーメンバーの指導にあたる。 

またセガワバレエアカデミー講師としてバレエクラスの生徒への指導も行っている。 
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１．私たちは、ダンスを通じて、まず自分のハートを元気にして、この元気いっぱいのハートで 

観る人の心を力強く勇気づけていきます！ 

２．私たちは、ダンスを通じて、心と身体を健康にして、いつも命いっぱいイキイキと、美しく 

カッコよく生きていきます！ 

３．私たちは、ダンスを通じて、夢をみる心を育てて、世界中の人に「夢のおすそ分け」をします！ 

 

 
【個人情報のお取り扱いについて】 入会者からお預かりした個人情報は厳重に保管し、当カンパニー事務局・講師からの

連絡（セガワバレエアカデミーを含む）、月謝等の集金事務、後援会運営事務の目的以外に使用しないことをお約束いたし

ます。その他の目的でやむを得ず使用する必要ができた場合、また入会者ご本人・保護者以外の公共機関等からの開示依

頼があった場合は、ご本人・保護者の承諾を得てこれを実施いたします。 

✂                                                                                   ✂ 

 

 

平成  年  月  日  

入 会 申 込 書 
 

私は瀬川ナミ☆ジャズダンスカンパニーに入会を希望しますので、入会金を添えて申し込みます。 

 

◆氏名        よみ（    ・    ）西暦    年  月  日生まれ（   才） 

◆住所 〒   －                                    

◆電話（    ）    －    ◆入会者メール                    

 

◆スタジオ （長野・諏訪・上田・佐久）   ◆クラス          ◆入会金       円  

 

◆保護者名（母親）        印 ◆扶養者職業（父親／母親のご職業）            

★お問い合わせ・見学のお申し込みは★ 

 セガワバレエアカデミー／瀬川ナミ☆ジャズダンスカンパニー  
 

⇒TEL：０２６－２６３－７３３４ 

⇒FAX：０２６－２１４－４４０６ 

⇒MAIL：prodance@segawa-b.com 


