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ベーシックコース

リトミックレッスン 0歳から6歳（幼稚園）迄

ピアノレッスン 3歳から9歳（小学校３年生）迄

コントラバスレッスン 9歳（小学校３年生）～

Rhythmic

piano

Contrabass



リトミックレッスン

【目的】
①絶対音感、リズム感を身に付ける事が目標です。
②音を聴く・音を感じる・音を真似する・音を表現するなど、音に触れながら感性を養います。
③上記を楽しみながら自然に楽譜を読む力を養っていきます。

年齢（目安） 学習時間 料金/1回
（税込）

月謝（基本４回）
（税込）

０歳 40分 ¥1,320 ¥5,280

1~2歳 40分 ¥1,650 ¥6,600

３歳 40分 ¥1,980 ¥7,920

幼稚科 1時間 ¥2,200 ¥8,800

学習クラス 教材費（税込） 学習期間
（目安）

たね クラス ¥1,650 6ヶ月

ふたば クラス ¥2,200 6ヶ月

つぼみ クラス ¥2,200 6ヶ月

おはな クラス ¥2,750 6ヶ月

みのり クラス ¥3,300 6ヶ月

【教材料金】

☆たねクラスは 0歳児専用のレッスンとなります。
☆学習の目安は、月４回のレッスン受講の場合となります。
☆学習のスピードには個人差があります。

【レッスン料金】

【たねクラス】

０歳児専用の乳児リトミックレッスンです。
簡単な体操やストレッチをしながら、音を感じるレッスンです。
☆たくさんの音を聴きながら親子で楽しむ

【ふたばクラス】

音を聴いて感じながら、音符を覚える学習を始めます。
☆聴いた音を真似して表現する
音当てをして、絶対音感を身に付けるための学習を始めます。
☆聴いた音を真似して表現する

【つぼみクラス】

手遊びや全身運動でリズム感を養います。
音当てをして、絶対音感を身に付けるための学習を始めます。
☆楽器を使って音を表現する
☆聴いた音を真似して表現する
☆和音、リズム、拍子、を覚える

【おはなクラス】

カードや身体を使いながらリズム感を養っていきます。
☆初めてのピアノ
☆記憶、集中力の学習/2小節の暗唱
☆指番号、三和音、音、リズム（覚える/書く）

【みのりクラス】

音名で曲を歌うレッスンです。
音の表情や曲の表情を読み取る力を養います。
☆4小節の暗唱
☆記号、三音の速読、三和音転回形（読む/歌う）

リトミックレッスンは、”たね・ふたば・つぼみ・おはな・みのり”の５クラス
に分けてレッスンを行っていきます。

0歳～幼稚園迄



ピアノレッスン

ピアノレッスンは、耳を養いながら、
ピアノの基本技術を学習します。

【教材料金】

☆中級④で等アカデミーのピアノコースは卒業となります。
☆学習の目安は、１時間の授業を月４回のレッスン受講の場合となります。
☆学習のスピードには個人差があります。（最大で10年間で修了）

【レッスン料金】

3歳から9歳（小学校３年生）迄

対象年齢：３歳から10歳迄学習時間 料金/１回（税込） 月謝（基本月４回）
（税込）

30分 ¥2,200 ¥8,800

１時間 ¥4,400 ¥17,600

教材 価格
(税込） 修了目安

入門① ¥1,100 6ヶ月

入門② ¥1,100 6ヶ月

入門③ ¥1,100 6ヶ月

入門④ ¥1,100 6ヶ月

初級① ¥1,100 6ヶ月

初級② ¥1,100 6ヶ月

初級③ ¥1,100 6ヶ月

初級④ ¥1,100 6ヶ月

初級⑤ ¥1,100 6ヶ月

初級⑥ ¥1,100 6ヶ月

教材 価格
(税込） 修了目安

初中級① ¥1,650 6ヶ月

初中級② ¥1,650 6ヶ月

初中級③ ¥1,650 6ヶ月

初中級④ ¥1,650 6ヶ月

初中級⑤ ¥1,650 6ヶ月

初中級⑥ ¥1,650 6ヶ月

中級① ¥2,200 6ヶ月

中級② ¥2,200 6ヶ月

中級③ ¥2,200 6ヶ月

中級④ ¥2,200 6ヶ月

【入門】

（ド）のポジション
（ソ）のポジション

【初級】

（ファ）（ラ）（レ）のポジション
☆左手でメロディーを弾く
☆指くぐり

【初中級】

オクターブ、半音階、装飾音符、等の細かい動作
☆調性感覚（聴く事で”調”がわかるようになる）

【中級】

アンサンブルを通して周りの音を聴く力を養う
☆両手のメロディーや、分散和音などさらに細かい表現力

Online レッスンは応相談となります。



コントラバスレッスン

【教材料金】

☆学習の目安は、１時間の授業を月４回のレッスン受講の場合となります。
☆学習のスピードには個人差があります。（全過程4年1ヶ月で終了目安）
☆中級⑦終了で、等アカデミーの基本技術は終了となります。

＊アドヴァンスコース試験の受験可能レベルとなります＊

☆音楽高校/音楽大学への進学を目指される場合は中級⑦終了後は、
アドヴァンスコースにて受験対策を行っていきます。（＊コース受講前に試験有）

進学を検討される場合、中級①以降は自身の専用楽器で学習を行う事が望ましいです。

【レッスン料金】

9歳（小学校３年生）～

【初級】

Harf ポジション~ポジション6.5まで。
☆基本ポジションと音形に合ったボーイングを覚える。
☆指番号を自身で考えられる

【中級】

Harf ポジション～ポジション７まで。
☆基本ポジションのマスター
☆表現に合わせたボーイングをマスター
☆様々な楽曲に対して対応できる

コントラバスレッスンは演奏の基本技術から応用までを学習していきます。

9歳～12歳
（小学校3年生位~小学校6年生迄）

学習時間 料金/1回
（税込）

月謝/基本月４回
（税込）

30分 ¥2,200 ¥8,800

1時間 ¥4,400 ¥17,600

中・高生 1時間 ¥6,600 ¥26,400

教材 価格（税込） 修了目安

初級①～⑦ 各種 ¥825 各3ヶ月

教材 価格（税込） 修了目安

中級①～⑦ 各種 ¥1,100 各4ヶ月

開始から1年9ヶ月で終了のカリキュラム

開始から2年3ヶ月で終了のカリキュラム

Online レッスンは応相談となります。



☆学習は①～③をそれぞれ週１回、月４回ずつのレッスンが基本となります。
☆進み具合、レベルに応じてレッスン時間は変動いたします。
☆現状のレベルに合わせてカウンセリングし、進み方、方針は決めさせていただきます。
☆教材は進路に対し適切なものをご提案させていただきます。

【レッスン料金】

音楽高校/音楽大学 受験対策
上級レベルレッスン

【コントラバス】

☆基礎の完全習得
☆演奏に自分らしさを出しながら表現力を高める
☆受験対策推奨曲
☆パフォーマンス力を向上
☆コンテスト課題

【副科ピアノ】

☆音階 インベンション/バッハ 子供のためのアルバム/シューマン
ソナチネ等

☆受験課題曲 正確な演奏
☆ピアノから和声感を身に付ける

【ソルフェージュ・楽典】

☆聴音
☆楽典（音楽大学受験レベル迄）＊東京藝術大学を基準としています。
☆新曲視唱
☆リズムおよび初見視奏
☆過去問題を取り組み得手不得手を理解し、克服

学習科目/週1
回

科目別学習時間
/1回

科目別料金/1回
（税込）

科目別学習時間/
月4回

①～③月謝合計
（税込）

①コントラバス 60分 ¥10,000 240分 ¥72,000

②副科ピアノ 60分 ¥3,000 240分 ー

③ソルフェー
ジュ・楽典 120分 ¥5,000 480分 ー

⑤ レッスンプログラム決定 ⑥ レッスン開始 ⑦ 音高/音大 受験

① 当校試験 ② カウンセリング（本人） ③ ヒアリング（ご家族の方） ④ 進路決定

【受験までの流れ】

☆Online レッスンは応相談となります。

アドヴァンスコース
上級者/受験対策コース



その他のコース＆レッスン

グローイングコース

新しい趣味の発見！一人ひとりのニーズに精一杯応えます♪

ソルフェージュ/楽典 レッスン

19歳からの音楽レッスン

-------------------- 料⾦ (1H/税込） 教材料⾦

ピアノレッスン \3,300 \1,100~\2,200

コントラバス/ウッドベースレッスン \5,500 \850~\1,100

＊基礎から応⽤まで、⼀⼈ひとりのご希望と⽬標に沿ってレッスンさせていただきます。
＊オンラインレッスンは、応相談となります。

-------------------- 料⾦ (1H/税込） 教材料⾦

ピアノ・コントラバスレッスン \3,300 \850~\2,200

楽しい⾳楽（歌・ピアノetc…） \3,300 \850~\3,300

55歳からの音楽レッスンシニアコース

オンラインレッスン
全てのレッスンにおいて、オンラインレッスンが可能です。
ZOOMを使⽤し、ご⾃宅からレッスンが可能となります。
レッスンの内容によっては、時間外（深夜など）も対応可能です。
【メリット】
①移動の負担がない
②⾃宅等、⾃⾝の都合が良い場所で出来る
③コロナウィルス等の⾃制・⾃粛に対応
【デメリット】
①相互間における通信上の障害が起こる場合がある
②“⾳”を直接聞くことが出来ない
③レッスン内容によっては、制限がある場合がある
上記を検討した上で、ヒアリングさせていただきますので、安⼼してお問合せください。
＊オンラインレッスンは、各レッスン料⾦から\500OFFとなります。
＊時間延⻑は、10分間\330で対応いたします。
＊延⻑は、スケジュールの都合上対応ができかねる場合があります。
＊オンラインレッスンのみの⽣徒様は、レッスン料⾦は、事前払いのお振込となります。
当⽇延⻑分の料⾦に関しましては、次回の請求時に合算させていただきます。
お振込の際に⽣じる⼿数料は、お客様のご負担でお願い致します。

ウッドベースもレッスン可能です。

出張レッスン
各都道府県、地域にて出張レッスンが可能です。
⾳楽スタジオなどお客様にご予約いただき、その場所まで出張してレッス
ンさせていただきます。
＊出張料⾦は、各レッスン料⾦にプラスで\11.000-(~2H)とさせて頂いております。
2H~の時間に関しては1H\5.500となります。
＊移動費、楽器運搬費に関しましては、必要分の料⾦をレッスン料⾦、出張料⾦、と合算し
頂戴しております。
＊出張レッスンは、事前予約制となります。
＊出張レッスンにおいて⽣じる料⾦は、事前払いのお振込となります。
お振込の際に⽣じる⼿数料は、お客様のご負担でお願い致します。

【注意事項】
レッスン初回のお客様の出張レッスンに関しましては、ご⾃宅、ホテル等への出張は、
お断りさせて頂いております。尚、2回⽬以降のレッスンに関しましても、
当⽅の判断でお断りする場合がありますので、ご了承ください。



お願いと注意事項

撮影や録⾳に関して
レッスン時等における写真、動画に関しましては、当⽅の
許可のない撮影の⼀切をお断りさせて頂いております。

写真や動画等の当⽅の許可のないSNSへの投稿は禁⽌事項
とさせていただきます。
上記が発覚した場合、当⽅の顧問弁護⼠を通して法的処置
を取らせていただく場合もございます。

悪意のある誹謗中傷や、レッスンの妨害⾏為、器物損壊
などの⾏為が⾏われた場合、警察への通報及び当⽅の顧
問弁護⼠を通して法的処置を取らせていただく場合もご
ざいます。

さまざまなケースにおける迷惑⾏為、セクハラ等、当⽅
が注意をしても⼀切の改善が⾒られないと判断した場合、
警察への通報及び当⽅の顧問弁護⼠を通して法的処置を
取らせていただきます。

迷惑⾏為等に関して

レッスン時の保護者様、介助スタッフ等以外の⽅の同伴
はお断りさせていただいております。
上記の同伴者におかれましても、当⽅で定めている禁⽌
事項は厳守していただきますようお願い致します。
当⽅の判断で、警察への通報及び当⽅の顧問弁護⼠を通
して法的処置を取らせていただく場合もございますので、
ご了承ください。

お客様のご都合における、キャンセルの振替レッスンは
⾏っておりません。事前にご連絡いただきました、曜⽇
等の変更とは別と判断いたしますので、ご了承願います。

レッスンに関して

キャンセルに関して
やむを得ない事情で、レッスンのキャンセルをご希望の
場合、事前の連絡をお願い致します。

出張レッスンの事前キャンセルの場合、レッスン料⾦以
外（移動費、楽器運搬費等）の料⾦に関しましては返⾦
対応をしかねる場合がございますので、ご了承願います。
尚、当⽇キャンセルの場合は、レッスン料⾦も含め返⾦
は出来かねますので、ご了承願います。

レッスン当⽇に、ご予約者様を除き、保護者様、介助ス
タッフ等以外の、事前に連絡のない第三者の存在を確認
できた場合、レッスンはキャンセルさせていただく場合
がありますのでご了承願います。
その際における、レッスン料⾦等の返⾦対応は出来かね
ますので重ねてご了承願います。

演奏依頼を頂いて演奏をさせていただく場合におかれま
しても、写真、動画に関しましては、当⽅の許可のない
撮影の⼀切をお断りさせて頂いております。
尚、写真や動画等の当⽅の許可のないSNSへの投稿は禁
⽌事項とさせていただきます。
上記が発覚した場合、当⽅の顧問弁護⼠を通して法的処
置を取らせていただく場合もございます。

演奏の場合におかれましても、レッスンと同様キャンセ
ルをご希望の場合、事前の連絡をお願い致します。
事前キャンセルの場合、演奏料⾦以外（移動費、楽器運
搬費等）の料⾦に関しましては返⾦対応をしかねる場合
がございますので、ご了承願います。
尚、当⽇キャンセルの場合は、演奏料⾦も含め返⾦は出
来かねますので、ご了承願います。

事前に知らされていない内容（⾐装やコンテンツの出演
等）におかれましては、基本的にその⼀切をお断りさせ
て頂いております。
加えて、当⽅の判断で出演を辞退させていただく場合も
ございますので、ご了承願います。
尚、演奏料⾦等の返⾦は出来かねますので、重ねてご了
承願います。

出張レッスン時は、基本的に⾳楽のレンタルスタジオの
ご予約をお願い致します。
その際のレンタル料⾦は、お客様のご負担となりますの
で、ご了承願います。

レッスン初回のお客様の出張レッスンに関しましては、
ご⾃宅、ホテル等への出張は、お断りさせて頂いており
ます。
尚、2回⽬以降のレッスンに関しましても、当⽅の判断
でお断りする場合がありますので、ご了承ください。

出張レッスンに関して

演奏依頼に関して

その他事項に関して
事前のお振込や、お⽀払いが確認できなかった場合、
レッスン及び演奏は、キャンセルとさていただく場合も
ございます。
事後の精算の案件に関しては、上記とは別となります。

当校は、反社会勢⼒または、そのような雰囲気の⽅と当
⽅が判断した⽅への全ての業務をお断りさせていただき
ますので、ご了承願います。

記載してある全ての項⽬以外におかれましても、当⽅が
判断させていただき、注意を促す場合があります。
尚、それでも⼀切の改善が⾒られないと判断した場合、
警察への通報及び当⽅の顧問弁護⼠を通して法的処置を
取らせていただく場合もございますのでご了承願います。


