
            

インストラクターオーディション開催のご案内【関東】 

 
 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。下記のＡ～Ｄの日程にてオーディションを開催いたします。 

内容をご確認の上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

開催概要 

【日程 ・会場】 

◆募集ジャンル  エアロビクス・ステップ・各種ダンス・ヨーガ・ピラティス・太極拳 

Ａ ７月 2日  （火）11:00-16:30   ◆会場：メガロス鷺沼店  

Ｂ ７月 30日 （火）13:00-18:00   ◆会場：メガロス浦和パルコ店 

 

◆募集ジャンル  プレコリオプログラム(ＺＵＭＢＡ・リトモス・メガダンス等) 

Ｃ  7月 19日  (金) 11:00-16:00   ◆会場：メガロスクロス吉祥寺 24店 

 

◆募集ジャンル  アクア 

Ｄ  7月 26日  (金) 12:00-15:00   ◆会場：メガロスクロス田端 24店 

 

※A～D 全日程、開始時刻の 30分前から受付を開始いたします。 

※終了時刻は参加人数によって多少前後する可能性がございます。 

※募集ジャンル以外をご希望の方、2種目以上受講の方でプレコリオとその他を同日に受けたい方はご相談ください。 

※全日程、応募人数が 3名未満の場合は開催を見送る場合がございます。 

 

 

【受験資格】 ・指導歴半年以上  ・前回のオーディションから半年以上経過された方 

 

【受付方法】  1.プログラム課（メセスライン)へお電話 TEL：03-5334-8603 

2.エントリーシートに必要事項を記入し、送又は FAX(原本は後日郵送)にてご提出 

※お申込みいただいた開催日の 1週間前までにご提出ください。提出が無い場合は、キャンセルとなります。 

 

【受付期間】  6/1３（木）～  各開催日の 1週間前まで 
        

【料   金】  一般 ・ マザーズ復帰 2,160円（税込）  契約インストラクター 1,080円（税込）  

       ※2 ジャンル以上受講の場合、２ジャンル目からは 1,080 円(税込)で受講できます。 

       ※お申込みいただいた開催日 3日前までにご入金ください。ご入金後のキャンセル返金は不可となります。 

 

【振 込 先】 三菱東京 UFJ 銀行 新東京支店 普通 3908000 野村不動産ライフ&スポーツ㈱ 

お振込名 S ＋ 本名 ※大変恐縮ながら、振込手数料のご負担をお願い致します。 



オーディション内容 

 

 

※エアロビクス・ステップ・ボクシング・各種ダンスは指導の前に完成形の動きを 1分間披露していただきます。 

※実技時間は目安の実施時間となります。 

 

●オーディション当日の流れ  

１．審査    (1.5～2H)     

２．合否通達     (0.5H)   ※審査後、合否通達の前に着替え・休憩(30分)を挟みます。 

３．マニュアル研修 (1.5H)  ※3 マニュアル研修、4契約会は合格者のみ対象となります。  

４．契約会  (１H)      ※終了時刻は参加人数によって多少前後する可能性がございます。 

※A～D全日程、開始時刻の 30 分前から受付を開始いたします。開始時刻には着替えてスタジオ及びプールでお待ちください。 

 

●持ち物    印鑑（シャチハタでないもの）、リード時の服装、室内シューズ、 

筆記用具、CD音源（コピー不可）、身分証明証、銀行名/口座番号等が分かる物 

●オーディション結果について 

 当日、実技オーディション終了後、結果を通知させていただきます。 

 ※不合格の場合、エントリーシートは当社で責任を持って破棄させていただきます。ご了承ください。                           

 

お問い合わせ 野村不動産ライフ＆スポーツ プログラム課  

メセスライン 03-5334-8603 

受付時間 月～金 10時-17時 

種目 実技時間 構成 指導

エアロビクス 5分

64（32×2左右）カウント
パーフェクトシンメトリー
ハイ&ローミックス
対象者：中級 BPM135-155

適宜対面指導
初心者確認
安全確認

ステップ 5分
64（32×2左右）カウント
パーフェクトシンメトリー
対象者：中級

適宜対面指導
初心者確認
安全確認

ボクシング 5分
シンメトリカル展開
対象者：初心者

適宜対面指導

各種ダンス 5分 メインコリオ展開
オンザビート指導

対面指導（音楽を積極的に使用）

ピラティス 5分
３つ以上の異なる系統のポーズを実施する
軽減法
ご自身がデモを実施する(一連の動きを1分以内で実施)

適宜対面指導
初心者確認
安全確認

太極拳・気功 5分 メイン部分を展開
適宜対面指導/初心者確認

安全確認

ZUMBA 1曲 メレンゲ・サルサ・レゲトン・クンビア
ノンバーバル

フォーミュラー確認

プレコリオ 1曲 条件：該当ライセンス登録限定 ライセンスに従った方法

ヨーガ
①一斉実施

②10分

①【完成ポーズの確認（指導なし）】
　・蓮華座・開脚前屈のポーズ・鷲のポーズ
　・アーチのポーズ・肩立ちのポーズ
②フィットネスクラブ初中級クラスを想定したアーサナ
（上記５つのアーサナ以外）のグループ指導

・適宜対面指導
・左右あるものは片側のみの指導可
・系統の異なる2ポーズ以上行うこと
・アジャストはしない
・関節に負担がかかるアーサナについては、
　モディフィケーションを行う

アクア アクアダンス 8分
完成系披露(8×4×右左)
その後ベース動作から2段階でレイヤリング
対象者：初中級

適宜対面指導
初心者確認
安全確認

スタジオ



平成 年 月 日

フリガナ 男・女

氏    名

印

生年月日 本籍 国籍

昭和  都 道

平成  府 県

電話番号

TEL      (     )

FAX      (     )

携帯      (     )

最寄駅： E-mail ：

電話番号

TEL      (     )

FAX      (     )

携帯      (     )

年 月

年 月

家族氏名 性別 本人との続柄 年齢 家族氏名 性別 本人との続柄 年齢

年 月

年 月

年 月

今後の希望／目指すインストラクター像

出身養成コース

今後取得予定資格

連絡先
希望する
場合のみ

記入

フリガナ

〒  　　   -

学  歴

職  歴

開催場所

※オーディションの方のみ

 爽やかな写真をお貼り

歳
 ください。

※日本国籍以外の方

契約ＩＲ キャスト 一般

現在取得しているフィットネス関連資格、免許等

現住所

フリガナ

〒  　　   -

(裏面に氏名を

開催日

　　年　　月　　日生まれ

オーディションエントリーシート① 　※開催日1週間前迄（必着）

各種オーディションエントリー用 ※該当するものに○をして下さい

プログラムに表記する際の氏名 顔写真

       〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ﾊｰﾓﾆｰﾀﾜｰ15階　野村不動産ﾗｲﾌ&ｽﾎﾟｰﾂ株式会社
商品開発課　オーディション係　TEL:03-5334-8603　FAX:03-5351-3700

ヘアー＆メイクを忘れず

記入して下さい)



年 ヶ月

オーディションエントリー種目 (○印をつけてください)

    平成     年      月      日より勤務可能

勤務可能曜日・時間（入れる時間帯を塗りつぶしてください。）

月

火

水

木

金

土

日

希望レッスンフィー　　　　　    　　   　円／６０分 下限レッスンフィー　　　     　　  　円／６０分

＊下限フィーは、この金額以下では受けられないというレッスンフィーを提示してください。

◆メガロス面接シート（下記の内容にお答えください。）◆

①あなたがレッスンを受け持った場合、お客様に何を不えて差し上げられますか？

②これからのインストラクターには、何が必要だと思いますか？

オーディションエントリーシート②　

    〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2　ﾊｰﾓﾆｰﾀﾜｰ15階　野村丌動産ﾗｲﾌ&ｽﾎﾟｰﾂ株式会社
商品開発課　オーディション係　TEL:03-5334-8603　FAX:03-5351-3700

※開催日の1週間前迄（必着） 氏　名

指導経験年月数

現在指導しているスタジオ 担当クラス 本／週 備　考

１.エアロビクス　　２.ステップ　　３.各種ダンス 　４.ピラティス  　5.ボクシング

 　　　

希望店舗
※〇印をつけ

て下さい

《東京》八王子/立川北/立川南/吉祥寺/武蔵小金井/町田/田端/調布/錦糸町
　　　　ルフレ恵比寿/三鷹/葛飾/中延/白金台/ルフレ麻布十番/日比谷
《神奈川》大和/横浜天王町/神奈川/綱島/市ヶ尾/鷺沼/上永谷/相模大野/ルフレみなとみらい
《埼玉/千葉》草加/柏/本八幡/浦和パルコ　　《東海・関西》千種/浜松市野/納屋橋/ルフレ河原町三条/ル
フレ心斎橋

勤務開始可能予定日

15:00

 6.プレコリオ          ７.ＺＵＭＢＡ　　８.ヨーガ　　9.アクア　10.その他（種目名：　　　       　                     ）   　 　

18:00 21:00

深夜午前 午後 夕方 夜間

0:009:00 12:00
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