
FigTree では、入会していただく前に必ず無料の体験レッスンを受講いただいております。 

実際にレッスンを受けていただき、教室の雰囲気をみていただいて、いいなと思っていただいてから

の入会手続きとなります。 

音楽教室はたくさんあります。そのなかでも、FigTree で習いたい！と思っている方にお越しいただ

きたいと思っているので、勧誘などはいたしません。 

もし、行ってみたいんだけど、どうしようか～。と考えていらっしゃる方がいましたら、お話や教室内の

見学だけでも構いませんので、FigTree を体感していただけると嬉しいです。                                                                                                                    

F                                     FigTree オーナーさち・ショーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    神戸・須磨のボイススクール  ＜ＦＩＧＴＲＥＥ フィグツリー＞ 

    神戸市須磨区潮見台町 1 丁目 1-24（JR 須磨駅から徒歩３分・山陽須磨駅から徒歩１分） 

    TEL ０７８－７８６－３４４１     E MAIL info@figtree.jp 

    公式ホームページ http://www.figtree.jp/ 



― 安心できる空間で、自由に楽しく音楽に触れる♪FIGTREE ― 

FIGTREE     講師紹介 

●ショーン 【FigTree オーナー】                  月・火・水・土曜日 担当 

ボイスレッスン・ギターレッスン・英会話レッスン 担当  

              アメリカ人の Sean による English ボーカルレッスン。英語でのレッスンも可能です。レッスン内で、

色々なジャンルや楽器に触れることができます。様々な観点から「歌を歌う」ということに触れられ、 

              自由な音を学べるレッスンです。新しい感覚に触れたい方・色んなことに興味がある方・ 

洋楽を歌いたい方にオススメです。 

●さち 【FigTree オーナー】                       火・水・土曜日 担当 

ボイスレッスン 担当   

【レッスンの特徴】 「声を道標に自分の表現をみつける、声を出すボイスレッスン」 

               声を出し、曲の中で色んな表現や歌い方をしていくことで、日常の中では出せない自分がだせる

ことがあります。歌を歌いながら、心を解放して、リズムに乗って、楽しみましょう！ 

バンド・ソロシンガーなど、様々な音楽活動経験から、音楽活動へのアドバイスや、オーディション 

の案内などもおこなっています。アーティストとしての可能性を模索している方におすすめです。          

●MAI                                           月・火・土曜日 担当 

 ボイスレッスン・ストレッチレッスン・ダンスレッスン 担当 

【レッスンの特徴】「表現・魅せるパフォーマンスが楽しくなるボイスレッスン」 

               ２０年以上のダンス・ミュージカルの経験から、「表現する」「魅せる」ということを体を使って指導 

                していきます。リズムがはまることや、顔の表情が変わることで声の音色も変わり、歌いやすくなるこ      

                      とを感じていただけます。「表現すること」や「世界観を魅せること」をしたい方にオススメです。

細かくわかりやすく教えていきます。歌が歌えるようになりたい人・声を出したい人にオススメです。 

●亮二                            月・火・水・金・土・日曜日 担当 

ボイスレッスン・ギターレッスン 担当  

【レッスンの特徴】  「リズム楽しみながら色んな声を出すボイスレッスン」 

               音楽活動やお笑い作家としての活動経験から、より実践的な声を出すこと、歌うことを  指導      

                 していきます。作曲法からライブの組み立て方や MC まで、表現の形を確立していきたい方に

オススメです。キターを使ったリズム感のある発声で、楽しみながら声を出すことができます。 

その他サービス 

○お子様の託児 

FigTree では、パパ、ママでレッスンを受講される方に向けて、レッスン中にお子様の託児をさせていただくサービスがござい

ます。 

1 レッスンにつき 500 円（曜日・時間は要相談です。） 

○お部屋のレンタル♫                              

FigTree では、レッスンで使用していないお部屋を生徒さんに使っていただくことができます。  料金 ＊500 円／１H 

キャンセルポリシー 

レッスンを予約した日時の都合が悪くなった場合や、体調を崩してレッスンに来られなくなった場合は、レッスン前日

17:00 までにメ－ルまたは電話にて、Figtree までご連絡下さい。 

その場合は、他の日程に振り替えさせていただきます。 

万が一、レッスンキャンセルの連絡が前日 17:00 以降となった場合は、当日キャンセルということでレッスンの振替とお

月謝の払い戻しがありません。くれぐれもご注意ください。 

また、レッスンの無断欠席などが続き、信頼関係が保てなくなった場合は、レッスンを受けていただくことをお断りする場

合がございます。 

なお、講師とメール・電話等で個人的に連絡を取り合うことをお断りしております。講師に連絡したいこと等がありました

ら、FigTree 事務局までお電話またはメールでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

事情により、Figtree でのレッスンを続けられなくなった場合は、わかり次第、担当講師にお伝えください。 

入会金 

初回のレッスンで、入会金として５０００円をいただきます。 

レッスン予約 

レッスンの予約は、毎月最終レッスンで、担当講師と話し合いながら決めていきます。 

お月謝お支払い 

お月謝のお支払いは、毎月最初のレッスンでその月の分のレッスン料を現金または paypay でお支払いいただきます。 

https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1RNDN_enJP456JP523&es_sm=93&q=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC&spell=1&sa=X&ei=noYfVIGOH9D48QWDjIDYBQ&ved=0CBsQvwUoAA


Live 【ライブイベント】 

【ミニライブ】                                  参加費／2000 円 

２ヶ月に１度、FIGTREE レッスンルームにて開催しているミニライブです。 

６～１０名のグル－ブで、歌を発表し合います。練習のつもりでお気軽にご参加ください。

【FIGTREE LIVE】                             参加費／6000円 

年に２回、夏と冬に開催している FIGTREE 最大のライブイベントです。 

塩屋にある異人館「旧グッゲンハイム邸」にて開催しております。 

FIGTREE ワークショップ 

FigTree のレッスン生でない方もワークショップにご参加いただけます。単発の参加も可能です。 

【えいご de 朝ごはん】参加費 1 回 1000 円（朝ごはん込み）○担当講師：ショーン 

一時お休み中☆ 

CafeFigTree にて開催。朝ごはんを食べながら英語でフリートークをする会です。 

英会話に触れたい方、英語が好きな方、美味しい朝ごはんを食べたい方にオススメです♡ 

【えいご de ビールテイスティング】参加費 1 回２０００円（ランチ・ビール４種込み） 

一時お休み中☆ 

CafeFigTree にて開催。ショーンのおすすめビールをテイスティングをしながら英語でフリートークをする会です。 

【ストレッチボイス ワークショップ】参加費 1 回 1500 円     ○担当講師：MAI 

第２・４火曜日１３：００～１３：５０開催中！！ 

ストレッチをしながら、声を出していくワークショップです。 

固まったカラダを緩ませながら、気持ちよく声を出してみませんか？ 

 

FIGTREE 営業時間 9:00～21:00  定休日：木曜日 

定休日にいただいたメール・電話は、営業日にお返事させていただきます。 

TEL 078-786-3441                 

MAIL  info@figtree.jp  または figtree.suma@gmail.com 

LINE  (ID) figtree.suma                  (LINE QR コード 

 

 

 

 

 

●Nami                                     土曜日 担当 

キッズボイスレッスン 担当     

                         【レッスンの特徴】「音に触れながら子どもの可能性を無限に広げるレッスン」 

                ６年間の幼稚園教諭と双子の子育ての経験を活かし、子どもが「音を楽しむことから広がっ               

て              いく無限の「可能性」を育てていきます。 表現することの素晴らしさ、夢を持つことの素晴らしさ

を「音楽」を通じて感じていきましょう！歌うのが大好きな子も、苦手な子も大歓迎です！ 

●秦進一                               月・火・水・日曜日 担当 

バイオリンレッスン・キッズバイオリンレッスン 担当 

日本で数少ないアラブヴァイオリン奏者であるしんちゃんによるバイオリンレッスン。   

                まずは、音をならすところから初めて、教本を使って進めていきますが、基礎が固ま ってきたら

曲を演奏していきます。バイオリンという楽器を身近に感じて楽しんでいただけるレッスンです。 

●野中柚希                                  金・土曜日 担当 

ピアノレッスン・キッズピアノレッスン 担当 

甲陽音楽学院 プロミュージシャン科 ピアノコース卒業。3 歳よりクラッシックピアノを習い始める。 

活動や保育実習で身に付けた知識と技術を活かし専門学校に通いながらピアノ講師を務める。 

クラッシックやポップス、弾き語りなど様々な指導経験有り。 

こどもからシニアまで幅広く音楽の楽しみを伝えている。 

♡レッスン相談、承ります♡ 

レッスン内では話せないことや、レッスンについてのご相談などがございましたら、レッスンとは別

の時間を設けてお話をさせていただきます。事務局のスタッフが対応させていただくことも可能

ですし、オーナーのさちがお話を聞かせていただきます。 

親御さんからのご相談なども時間を取らせていただきます。お気軽にお申し付けくださいね。 

料金：無料 時間：要相談（事務局スタッフでしたらいつでもお申し付けください） 

 FigTree では、7 名の講師によるレッスンが行われています。 

様々なジャンルを経験してきた色々なレッスンを是非体験してみてください♪ 

 



FIGTREE ボイススクール レッスンのご案内 

それぞれのやりたいスタイルに合わせてレッスンを選んでいただいております。 

継続してお越しいただくことで、変化を実感しながら楽しんでいただけるよう、 

月２回以上～のレッスン回数を設定していただいております。 

月２回のレッスン受講が難しい場合は、チケット制度もご用意しております。 

Voice lesson 【ポピュラーボイスレッスン】 

【おけいこ ボイスレッスン】                  マンツーマンレッスン 3500 円／１H

声を出したい、基本的な発声練習をしたい、歌う時間・場所が欲しいという方のための

レッスン。「声を出す」ということに気軽に触れて、自分のペースで歌を歌ったり声を出して

いくことで、楽しみながら気持ちをリフレッシュさせたり体の循環を良くしたりすることができ

ます。○担当講師：ショーン、さち、MAI、亮二（講師の希望は聞けますが、指名はできません） 

おけいこコースで講師の指名をご希望の場合 

１レッスンにつき１０００円お支払いいただければ、講師の指名が可能となります。 

【アーティスト ボイスレッスン】                マンツーマンレッスン 5500 円／１H 

声を出すこと・歌うことを通じて、「伝える力」を磨いていきます。 

このコースの方にはオーディション案内、youtube 動画撮影なども無料でさせてもらいます。SNS などで活動

していきたい方、ライブ活動がしたい方のサポートもさせていただきます。 

うたってみた動画を撮ったり、ライブ配信など、アーティスト活動全般のお手伝いをさせていただきます。 

【English ボイスレッスン】                 マンツーマンレッスン４500 円／１H 

ネイティブスピーカーであるアメリカ人ショーンによるレッスンで、レッスンの会話も英語で行いま

す。英会話に慣れている方、歌を習いながら英語を使いたい方にオススメです。 

Kids Lesson  【キッズレッスン】    ５歳～小学生のお子様のためのレッスン 

【キッズボイスレッスン】○担当講師：NAMI         マンツーマンレッスン 2000 円／30 分  

マンツーマンレッスン 3500 円／１H 

Culture Lesson  【カルチャーレッスン】 

【ギターレッスン】○担当講師：ショーン、亮二          マンツーマンレッスン 3000 円／１H 

ギターのレッスンです。作曲法のレッスンも可能です。ギターの貸し出し可能です。 

【バイオリンレッスン】○担当講師：秦進一             マンツーマンレッスン 3000 円／１H 

バイオリンのレッスンです。バイオリンの貸し出し可能です。 

【ピアノレッスン】 ○担当講師 野中柚希           マンツーマンレッスン 3000 円／１H 

【英会話レッスン】 ○担当講師 ショーン           マンツーマンレッスン 3000 円／１H 

Kids Lesson  【キッズレッスン】    ５歳～小学生のお子様のためのレッスン 

【キッズギターレッスン】○担当講師：亮二           マンツーマンレッスン 2000 円／30 分 

お子様のためのギターレッスンです。ギターの貸し出し可能です。           

【キッズバイオリンレッスン】○担当講師：秦進一         マンツーマンレッスン2000円／30分                                        

【キッズピアノレッスン】○担当講師：野中柚希          マンツーマンレッスン 2000 円／30 分 

【キッズ英会話レッスン】 ○担当講師 ショーン        マンツーマンレッスン 2000 円／30 分 

チケット制度 

月２回はレッスンは来ることはできないけれど、レッスンを受講したい！声を出したいが仕事が忙しい！という方に向けてチ

ケット制度がございます。最初にチケットセットをご購入頂き、それをお使いいただく形です。（おけいこレッスンのみ） 

○20 回チケット 70000 円（2 年間有効）○10 回チケット 40000 円（1 年間有効） 

○5 回チケット 22000 円（6 ヶ月有効） 


