
⾳楽のジャンルは、ゴスペル、ジャズ、ソウル、ポップス等、⼀⼈ひとりのスキル・レベル・ご要望に応じたレッスンをデザイン︕
体験〜趣味〜アマチュア〜プロまで、⾳楽への情熱のある⽅、どなたでもご参加頂けます︕

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com
TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com

アメリカ・ニューヨーク・Y2021
New York Voice/Music Training

ハーレム　ボーカル&⾳楽プライベートレッスン留学
Gospel, Jazz, R&B, Classical Soul, Pops

エンターテイメントの最先端”ニューヨーク”で、現役のプロ・ミュージシャンからプライベート・レッスンを受講︕
ヴォイス・トレーニングだけでなく、ピアノ、ギター、ドラムス等、様々な楽器のレッスンも⼤⼈気︕



ハーレム Vocal＆⾳楽プライベートレッスン留学
ハーレム Vocal＆⾳楽留学おススメポイント︕

NY⾳楽留学プログラムの詳細

ヴォイス・レッスン・プログラム

【留学⼊学条件】
● ⼊学⽇︓ 指定無し。

※但し、⾳楽学校の寮滞在の場合、お部屋の空き状況確認の上、スケジュール調整をお願いする場合があります。
● 18歳以上。⽇本でのVocal Training経験、英語⼒不問。⽇本⼈スタッフが現地でカウンセリングを⾏いますので、⽇常英会話に⾃信が
ない場合でも参加可能です。
● 90⽇以内のビザ不要短期留学プログラム。
● 90⽇以上の⻑期留学をご希望の場合には、語学学校に通い、語学学校から学⽣ビザを取得することを条件に、語学＋⾳楽留学プログラ
ムとして⼿配が可能です。

【⾳楽のジャンル】
ゴスペル(Gospel)、ジャズ（Jazz）、リズム＆ブルース（R&B）、ソウル（Soul）、ポップス（Pops）、ブロードウェイミュージカル
（Broadway Musical）等 ※その他リクエストは、お問い合わせ下さい。

【レッスンのジャンル】
Voice Training (Vocal Training)、ピアノ、ギター、ドラムス等 ※その他リクエストは、お問い合わせ下さい。

キャリアエクスチェンジのニューヨーク・Vocal & ⾳楽留学プログラムは、マンツーマンのプライベー
トレッスン⽅式。 『ハーレムボーカルハウス』の協⼒を得て、期間を問わず、初⼼者〜上級者ま
で、ひとりひとりの要望に応じたボーカルレッスンが受けられる完全オーダーメイド。

経験豊かな有名⽇本⼈⾳楽プロデューサーとコーディネイター、プロミュージシャンの⿊⼈講師
陣が、皆様のレッスンを全⼒でバックアップ致します。NYで20年以上の信頼と実績を誇るボー
カル専⾨学校で、是⾮、⼀流ミュージシャンのプライベートレッスンをご堪能下さい。1レッスンあ
たり1時間、10レッスン以上受講した場合には、Certificate (受講修了証明書︓有料)の
発⾏が可能です。

■初⼼者コース
基礎から学ぶボイストレーニング、呼吸法声量を⾃由⾃在に操る腹式呼吸法、喉を痛めず美しい声で何時間でも続けて歌えるようになる為のボ
イストレーニング、英語の発⾳矯正。
■中級コース
楽曲の練習からフェイク、アドリブ、スキャットまで⾃分がマスターしたい曲、または先⽣から⾃分の声質に合った選曲をもらい、⾃分流に歌いこなす
練習、英語の発⾳矯正。
■上級コース
上級者向けボイストレーニングと楽曲の仕上げ、英語の発⾳矯正上級者向けのボイトレ、マンツーマンで英語の発⾳矯正（⽇本⼈独特の癖を
なくす）、ボーカルテクニック、完璧な⾃分のレパートリーをひとつずつ増やしていき、ステージに⽴つための準備。
■実践コース
オーディションまたはオープンマイク出演の為のリハーサルを兼ねて、実際にステージのピアニストとリハーサル練習基礎が出来ていること、英語で完
璧に１曲歌えることが条件



ご案内事項

⾳楽プロデューサー・トミー富⽥⽒について

楽器のレッスンについて

コーディネイター　松尾公⼦さんについて

● 講師が皆様のご経験、上達過程を⾒極めながらレッスン内容や適切なコースをご案内致します。
● いずれのレベルも、週2〜3回のペースでプロのプライベートレッスンを受講し、レッスンとレッスンの合間には、予習復習、発⾳練習、発⽣練習、
歌の暗記等に時間を使って頂くことで、より効果的なレッスンを受けることが可能になります。せっかくのプロのミュージシャンからの指導です。無駄の
ないよう、そして、プライベートレッスンの効果を最⼤限に⽣かす為に、レッスン前後の予習・復習・楽譜の暗記に努めましょう。
● ⽇本で既にプロの活動をしている場合や、⾳楽学校の⽣徒さんの場合で、短期間に集中レッスンを受講したい、というような場合には、⽉〜
⾦、毎⽇レッスンを受講することも可能です。事前にご相談下さい。

【Vocal /⾳楽レッスンプログラムのキャンセル】
キャンセル・ご返⾦には⼀切応じられません。

Harlem Connection Inc.,代表。ミュージックプロデューサー。
東京六本⽊ジャズクラブ「バランタイン」元オーナー。同店より阿川泰⼦、マリーン、島⽥歌穂、マルタが誕⽣。
NYC「ハーレムジャパニーズゴスペルクワイヤー」主宰。地元ミュージシャンと深い親交があり、⽇⽶間のライブをブッ
キングしている。ʼ94年にはアジア⼈初の「Dr.マーティン・ルーサー・キングＪｒ．アワード」を受賞。ハーレム商⼯
会議所会員。著書には「ハーレムスピークス（新宿書房）」・「劇場都市ＮＹ読本（七賢出版）」があり、ジャ
ズやハーレム関連の記事も多数執筆。アポロ劇場ボードメンバーで、毎週⽔曜⽇に⾏われるアマチュアナイトに数
多くのミュージシャン、ダンサーをコーディネイトしている。

Voice Training 以外の、有名ミュージシャンによる楽器レッスン（ピアノ、ギター、
ドラムスetc.）については、下記項⽬明記の上お問い合わせください。
1) 学びたい楽器と⾳楽のジャンル
2) その楽器の演奏履歴・経験・レベルなど
3) プログラム参加⽇程と期間、レッスン数
4) 英語⼒
5) その他ご質問・ご要望など

NYハーレム在住。⿊⼈アーティストのプロデュースのほか、⽇本のTV、雑誌、NYガイド本などのコーディネイト、⽇本の芸能⼈、ファッション関係者
等. のニューヨークコーディネイトも多数⼿掛ける。⾃⾝もハーレム・ジャパニーズ・ゴスペル・クワイヤー(HJGC)のメンバーとして毎週教会で歌い、
定期的にコンサートを⾏っているミュージシャン。



代表的なインストラクターのご案内

Vocal・⾳楽 レッスンを効果的に受ける為のお約束事項

Vocal・⾳楽 レッスンの料⾦

AZIZA（アジザ）
リンダ・ウイリアムスの名前でナタリー・コールの⾳楽監督を5年間務めたキーボード奏者、作曲家、ジャズシンガー。ジャ
ズのスタンダードをきっちり練習しながら、⽇本⼈が⼀番苦⼿としているフェイク、アドリブやスキャットなどのテクニックも学
べます。

Beverley.H.Smith（ベバリー・スミス）
南部フロリダ出⾝。ルーサー・バンドロス、メルバ・ムーア、スティービー・ワンダー、ベンＥキング等のバックコーラスを務め、
全⽶TV「セサミストリート」等にも出演。⽇本のアーティストのボーカルコーチも⼿掛ける等、幅広く活躍している。

Lafayette Harris Jr.（ラフィエット・ハリス Ｊｒ．）
マックス・ローチ、メルバ・ムーア、セヴィアン・グローバー等と共演し、NYを拠点に活躍しているジャズピアニスト。作曲
家、⾳楽ディレクター。レッスンのレベルも上がり、NYでステージ出演が決まった場合、ライブで完璧に歌いこなす為の
仕上げのレッスンを担当する。

この他にも、常時素晴らしい講師（インストラクター）がスタンバイ。カウンセリングの上で、プログラム参加スケジュール・レッスン内容などによって適
切な講師をご案内させていただきます。

★ 英語によるレッスンとなりますので、プログラム受講期間中は必ず⾳楽⼒の向上と共に、語学⼒の向上にも努めて下さい。
★ アメリカのプロのミュージシャンからの貴重なプライベート・レッスンです。レッスン前後には、必ず予習復習に努め、何度も同じ注意を受けないよ
う努⼒しましょう。また、歌詞の暗記も積極的に⾏いましょう。予習復習をきちんと⾏うことで、確実に実⼒が付き、レベルアップ致します。
★ 予習・復習の為に、レッスンの内容は毎回録⾳をして頂きます。必ず録⾳ディバイス(iPhone, iPod, ICレコーダーなど）をご持参ください。
（但し、ビデオ撮影は不可） レッスン内容の予習復習を繰り返し⾏うことで、⼤きなスキルアップを望め、また、録⾳したレッスン内容は⽇本帰
国後にもご活⽤頂けます。
★ 本プログラムは、⽇本⼈現地コーディネイターのサポートを受け、英語⼒に⾃信の無い皆様にもご参加いただけるプログラムではありますが、プ
ライベートレッスンでは、当然のことながらプロのミュージシャンから英語で指導を受け、最終的には英語の歌を正しい発⾳と発声で歌えるように練
習を重ねていきます。プログラム参加期間中は、英語⼒の強化にも是⾮取り組みましょう。Vocal/⾳楽＋語学留学プログラムのお⾒積りをご希
望の場合、お問い合わせ下さい。

1レッスン＝60分

■ 1〜3回レッスン ︓ 1回あたり 150ドル〜

■ 4〜6回レッスン ︓ 1回あたり 120ドル〜

■ 7〜10回レッスン︓ 1回あたり 100ドル〜

■ 11回以上 ︓ 特別料⾦がありますので、ご相談下さい。



お申込時の質問事項

現地で追加お申込可能なオプションメニューについて

キャリアエクスチェンジの⾳楽留学プログラムは、完全マンツーマンのプライベートレッスン。初級から上級・プロレベルまで、プログラムにご参加頂く皆
様おひとりおひとりに合わせた完全オーダーメイドのレッスンを提供させて頂きます。お申込みの際には、レッスンについて下記の情報をご提出下さい。
また、下記必須項⽬以外に、学校や先⽣に対して事前に確認をしておきたい事項があれば、追加ご記⼊の上、お知らせください。
♪ これまでの歌唱経験お知らせください。

ご記⼊例︓初⼼者、⽇本で習っていた、教えていた、ライブをしていた、プロとして活動していた、教会で歌っていた等々どんなことでもOKです。
♪ 学びたい楽器（Vocal、ピアノ、ドラムス、ギター、ベース等）
♪ 学びたい⾳楽のジャンル（ジャズ、POPS、ゴスペル、R&B、クラシックソウル等）
♪ よく聴く（好きな）⾳楽とアーティスト名
♪ ご⾃⾝の歌唱・演奏で良いと思うところ、よく褒められるところ（⻑所）
♪ ご⾃⾝の歌唱・演奏で克服したいところ、強化したいところ（弱点）
♪ その他ご質問等（あれば）

1) ボーカルや⾳楽のを勉強するに当たり、NYで沢⼭の本物に触れることは、⽇本で経験できない最⼤の実践勉強です。現地で追加可能な
下記オプションメニューは、次の通りです。料⾦の⽬安は、US$100前後〜となります。

●ゴスペルワークショップ(Gospel) ⽇曜⽇
●ハーレムジャズ ナイトツアー（Jazz）⽉･⽊･⾦･⼟
●ヒップホップ デイツアー（HipHop） ⼟曜⽇
●ソウル（Soul） ナイトツアー ⽇曜⽇
●アポロシアター アマチュアナイト ⽔曜⽇
●ブロードウェイミュージカル（Broadway Musical）等 ︓ 演⽬・席・⽇程によって料⾦が異なります。

2) 上級者向け特別プラン ︓ 料⾦は、現地でお問い合わせください。

■ 各種ステージ出演のコーディネイト、オープンマイクのアレンジ、および同⾏
■ デモテープ作成、レコーディング(Herlemusic) 。こちらは、英語の歌がレコーディングレベルまで達していることが条件。⾳源などをお聞きして
事前に可不可の相談が必要となります。
■アポロ劇場ほか、各種オーディション準備



寮宿泊プラン（ヴォーカル合宿）の特徴

寮宿泊プラン（ヴォーカル合宿）費⽤の⽬安

寮宿泊プラン（ヴォーカル合宿）について

⾳楽学校の寮は、プロデューサーのオフィスから徒歩2分の場所と、オフィスと同じビルの2か所。ハー
レムの閑静な⾼級住宅地で、治安も良好。地下鉄駅、バス停、コインランドリーも近く、買い物も便
利。タイムズスクエアまで地下鉄で15分、ヤンキースタジアムにも近く、最⾼のロケーションです。そし
て、なんといっても寮に滞在すれば、お部屋で⼤声で歌の練習をしても問題無し。街に⾳楽が溢れ
るハーレムで⾳楽三昧の毎⽇＝”ヴォーカル合宿”をお楽しみください︕
※滞在費は渡⽶時期・空き状況によって異なります。空き状況・料⾦の確認をご希望の場合、滞
在⽇程を明記の上、お問い合わせください。予約には、お早⽬の⼿配が必要です。

● 完全個室または、格安の⼥性専⽤のカーテン/家具で仕切ったお部屋
● 各部屋にテレビ、CDラジカセ、電⼦レンジ、冷蔵庫、冷暖房、クローゼット付。タオル、⾷器、調理器具など、⾳楽寮には、⽣活に必要なも
のが全て揃っています。
● Wifi対応のパソコン/スマホをご持参いただくと、各お部屋から無料で24時間インターネット利⽤可。
● バス・トイレ、キッチン(炊飯器あり)は各フロアで共同利⽤。
● 地下鉄、バスの交通の便も抜群に良く、近くにデリ、スーパー、99セントショップもあるので便利
● コインランドリーランドリー（お洗濯）は、徒歩１分。
● 共有スペースに簡易キーボードがあり、練習可能。
● 滞在費は、税⾦、サービス料、光熱費込み。
● 寮は、滞在費全額を⽀払ったところで予約が確定する為、お⽀払無しで寮を予約することはできません。

■ ダブルベッドの個室、鍵有り（男⼥滞在可）
1泊 120ドル〜 ／ 1ヶ⽉ 1500ドル〜

■ ツインベッドの個室、鍵有り（男⼥滞在可）
1泊 120ドル〜 ／ 1ヶ⽉ 1500ドル〜）

■ 鍵無し、カーテン/家具で仕切ったお部屋（⼥性専⽤）
1泊 50 or 60ドル〜 ／ 1ヶ⽉ 800  or 900ドル〜

トイレ、バス、キッチンは各個室の外にあり、共同利⽤。3LDKのアパートを3組の⽇本⼈でご利⽤いただく形となります。また、共同スペースに簡
易キーボードもありますので、⽇中は⾃由に歌の練習もしていただけます。※下記写真は、左からシングル、ダブル、ツインルームの画像です。

【チェックイン・チェックアウト時間】
チェックイン⽉〜⼟︓ 10:00AM〜20:00。⽇︓15:00〜20:00。チェックアウトは毎⽇10:00AM。
上記以外の場合は、下記別途料⾦を申し受け、お時間によっては相談に応じます。
■ 朝8:30AM〜10:00AM ︓ アーリーチェックイン20ドル
■ 夜20:00〜22:00︓ レイトチェックイン20ドル
■ 夜22:00〜24:00︓ レイトチェックイン40ドル



レート＄=110

時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕
学⽣ビザ不要 1か⽉　⾳楽レッスン10回 1か⽉　⾳楽レッスン10回 + 語学学校

滞在先
語学学校

⾳楽学校寮︓鍵付き個室　⾷事無し
語学学校無

⾳楽学校寮︓　家具で仕切った⼥⼦寮 鍵/⾷事無
Zoni Language Center

ハーレム Vocal＆⾳楽プライベートレッスン留学

⾳楽学校 寮滞在費 $1,500 $900
語学学校 登録料 $0 $100

⾳楽学校 申請料 ー ー
⾳楽学校 レッスン料 @$100 $1,000 $1,000

学⽣ビザ/SEVIS申請費 $0 $0

語学学校 授業料 4週間 $0 $1,224
語学学校 滞在費⼿配料 $0 $0

渡航前にかかる費⽤ 1か⽉　⾳楽レッスン10回 1か⽉　⾳楽レッスン10回 + 語学学校　
プログラム⼿配費 ¥60,000 ¥60,000

⼩計US$ $2,500 $3,224
①⼩計　⽇本円　 ¥275,000 レート＄=110 ¥354,640

¥10,800

ビザ申請サポート ¥0 ¥0

インターン⼿配費(割引/社会⼈) ¥0 ¥0
滞在⼿配費 ¥55,000 ¥55,000

株式会社キャリアエクスチェンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303   www.career-ex.com
TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6264-1578　E-mail︓info@career-ex.com

③　⼩計　US$ $500 $500
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費 $0 $0
現地⽣活費・交通費等 $500 $500

②　⼩計　⽇本円 ¥264,290 ¥264,290
③渡航後にかかる費⽤ 費⽤の⽬安 費⽤の⽬安

往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000

海外留学⽣保険料(最安値例) ¥18,490 ¥18,490

海外通信送⾦費 ¥10,800

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に


