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イントロダクション 

1. スポーツボイスとは 
① 世界初のボイトレ健康法！ 
② マイケル・ジャクソンのコーラスメンバーから伝授された発声法を独自開発！ 
③ 15 年の活動実績・累計 15万人以上が受講！ 

 

2. 開発者メッセージ 
もともとは歌手や俳優といったプロ向けのノウハウだったスポーツボイスですが、いま
や健康を支えるための運動として、年齢や性別を超えた多くの参加者から支持されるよ
うになりました。 
 
声帯の運動神経を上げることが誤嚥性肺炎の予防につながったり、腹式呼吸を習得する
ことが自律神経のバランスを整えたり、声のトレーニングからは想像以上の身体への効
果が生まれています。 
 
“声から始める健康生活” 
ぜひ、あなたの大切な人に伝えてください。 
 
スポーツボイス開発者：東 哲一郎（ひがし てついちろう） 

 

3. スポーツボイスの特徴 
A. 100 年ライフデザイン 
よくあるフィットネスでもなければ、単なるボイストレーニングでもありません。
スポーツボイスは、人生の質（クオリティ・オブ・ライフ）を高めるための「音楽
健康コンテンツ」です。すでに始まっている人生 100年時代、身体的健康や精神的
健康だけでなく、社会的にも健康である状態をデザインします。 
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B. 100％オリジナルコンテンツ 
スポーツボイス誕生のきっかけは、開発者である “東 哲一郎” と海外の一流ミュー
ジシャンのコラボレーション。そこから幾度ものアップデートを重ね、レッスン内
容から使用する音楽に至るまで、その全てがエンタテインメント性の高いオリジナ
ルコンテンツになっています。 
 

C. 安全で安心のメソッド 
そのプログラムは「スポーツボイス・メソッド」という独自のフォーマットに基づ
いて体系化された高品質なメソッドです。発声法や呼吸法、機能解剖学といった科
学的根拠に基づき、安全かつ効果的な動作を常に提供しています。 
 

D. 15 年の実績とノウハウ 
歌手や俳優といったプロから求められる技術を「より多くの方が、気軽に楽しめる
ように」改良したものが現在のスポーツボイスです。15年の活動に裏打ちされた豊
富な実績とノウハウがベースにあるので、様々なニーズに応えることが可能です。 
 

4. スポーツボイス・公認ディレクターとは 
スポーツボイス・公認ディレクターとは、“東 哲一郎” が開発したスポーツボイスの指
導者資格の総称です。認定後はスポーツボイスの名称を使用した有償レッスンを開催し
たり、公式グッズの販売にも携わることが可能です。スポーツインストラクターとして
すでに指導なさっている方にとっても、新しいスキルの１つとして、他に類をみない健
康プログラムとして、活動の幅を拡げていただけます。 
 

5. スポーツボイスの人材リレーションシップ 
スポーツボイスは、公認ディレクターの育成を重要視しています。プログラムをハウツ
ー化することによって、品質レベルをある程度担保できるメリットを持っているスポー
ツボイスですが、そのフォーマットだけに頼るのは危険な考え方です。スポーツボイス
本部はそのハウツーを提供するだけでなく、「ディレクターの皆さんが自信にあふれ、
参加者を魅了できるように導き、育成する」ことをミッションに掲げ活動を続けていま
す。 
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A. 公認ディレクター（ディレクターＡ） 
公認ディレクターは、スポーツボイスの運動効果や楽しさを安全に参加者にお届け
します。参加者の適正な運動強度を見極め、モチベーションを高め、エンターテイ
メント性の高いレッスンを繰り広げることができる人材を育成しています。本部よ
り斡旋された機関でレッスンを受け持つことはもちろん、自身でレッスンを開催す
ることが可能です。また、公式グッズの販売にも携わることが可能です。 
 

B. 公認ディレクター（ディレクターＢ） 
ディレクターＢの活動内容はディレクターＡに準じますが、実技指導を伴わずと
も、映像を使ってレッスンを開催することが可能です。 
 

C. 公認ディレクター（マスター、シニアディレクター） 
スポーツボイスのマスターおよびシニアディレクターは、ディレクターの養成講座
を開催することが可能です。パフォーマンス力が高いことも条件の１つとなります
が、自らの人間性と技術、そして情熱をもってディレクターに影響を与え、リーダ
ーシップを発揮できる人材を厳選して登用しています（別途ご案内）。 
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6. 教育システムの考え方 
A. ライセンス認定トレーニング 
スポーツボイスでは、認定トレーニング申し込みからライセンス認定オーディショ
ンまでの期間を 3ヶ月以内と設定しています。申し込みと同時に全ての教材（音楽
コンテンツ、動画コンテンツ、テキスト、コリオシート、ガイドライン）を提供し
ますので、オーディションまでの期間、自身の時間管理に基づいた自主訓練がで
き、その効果を最大限に高めることが可能です。 
 

B. スキルアップレッスン 
資格を取得した公認ディレクターがさらに活躍できるよう、スキルアップレッスン
をご用意しています。活躍できる場所の開拓やスポーツボイスを探求する精神を高
め、さらなる飛躍が出来るようサポートして参ります（企画準備中）。 
 

7. 公認ディレクターの活動場所 
公認ディレクターの活躍場所は、あなたの創意工夫によってフィールドは無限に拡がり
ます。 
 
・自身で主催するスポーツボイス・レッスン 
・スポーツジムやフィットネスクラブでのスタジオレッスン 
・カルチャーセンターでの講座 
・音楽芸能プロダクションでの講座 
・様々な企業・自治体が主催する健康講座 
・高齢者福祉施設 
・障害者福祉施設 
・病院での作業療法として 
・and more 
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公認ディレクターになるには？ 
 
1. ディレクター・ライセンス取得までの流れ 
＜問い合わせ ～ 実際の活動まで＞ 

 
 
 

⑩ ディレクター継続要件

⑨ スキルアップレッスン（企画準備中）

⑧ レッスン開始

⑦ 合格：フランチャイズ契約の締結 → ご入金 → 認定証の発行

※ 不合格（有料で３回までの再オーディション機会あり）

⑥ 合否判定（認定トレーニング終了後10日前後で通知）

⑤ ライセンス認定オーディションと合格基準

④ ライセンス認定トレーニング（約20時間相当のトレーニング）

③ 教材の提供

② ライセンス認定トレーニング受講規約への同意 → 申し込み → ご入金

① お問い合わせ → 資料請求
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① ＜お問い合わせ → 資料請求＞ 
▶まずはお気軽にお問い合わせください。フォームに必要事項をご記入のうえ送信
ボタンを押していただければ、資料をメールにてお送りいたします。 
 

② ＜ライセンス認定トレーニング受講規約への同意 → 申し込み → ご入金＞ 
▶ライセンス認定トレーニングの受講（110,000 円・税込み）に際しては、本部の
定める受講資格を満たすことが定められており、事前に受講規約への同意が必要と
なります。規約への同意は申し込み時にスポーツボイス・オフィシャルサイトより
行ってください。 
▶認定トレーニングの費用については、銀行振込とさせていただき、ご入金の確認
をもって申し込み完了とさせていただきます（振込手数料はご負担いただきますよ
うお願いします）。 
 

③ ＜教材の提供＞ 
▶認定トレーニングに必要な教材（音楽コンテンツ、動画コンテンツ、テキスト、
コリオシート、ガイドライン）は、申しみ完了の確認が取れ次第、メールでお伝え
するURLからダウンロードしてお使いください。 
 

④ ＜ライセンス認定トレーニング＞ 
▶約 20時間相当のトレーニングを実施していただきます。 
▶トレーニング内容に関する質問はオフィシャルサイトのメールフォームで随時受
け付けています。 
 

⑤ ＜ライセンス認定オーディションと合格基準＞ 
▶認定トレーニング終了後、提出いただく動画と筆記試験で判定します。認定の合
格基準、ジャッジのポイントについては事前にお渡しするガイドラインに詳細を記
載しています。また、動画の内容に関してもガイドラインを確認のうえ撮影願いま
す。 
▶オーディション用に提出いただく動画データの受授に関しては、下の３つの方法
の中から１つをお選びください。 
① ギガファイル便にて送信 
② お客さま任意のクラウドサービスにアップロード 
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③ お客さまのYouTube アカウントにて限定公開 
▶いただいた動画データは返却しませんので、必ずご自身でコピーをご用意くださ
い。また、本部での保管期限は６ヶ月とし、本部において削除（廃棄）させていた
だきます。 
▶認定オーディションに関しては申し込み月（ご入金月）の翌月から３ヶ月以内に
受けてください。 
 

⑥ ＜合否判定＞ 
▶合否判定は、認定オーディション終了後 10日前後でメールにて通知します。そ
の際、オーディションのフィードバックシートも添付します。 
 
※ ＜不合格：再オーディション＞ 
▶合否判定において不合格となった方は、有料で最大３回までの再オーディション
（１回 5,500 円・税込み）が受けられる機会を設けていますが、４回目以降は認定
トレーニングを再受講していただくことになります。 
▶再オーディションの期限は、最初の認定オーディションを受けた月の翌月から３
ヶ月以内となります。なお、再オーディションで不合格となった方は希望者に限
り、所定の料金（11,000 円・税込み）において補習トレーニングを受講いただい
くことも可能です。 
 

⑦ ＜合格：フランチャイズ契約の締結 → ご入金 → 認定証の発行＞ 
▶合格判定が得られた方は、スポーツボイスの公認ディレクターとしての「フラン
チャイズ契約」を交わし、年会費（19,800 円・税込み）をご入金いただきます。 
▶ご契約締結、ご入金後はスポーツボイス・公認ディレクターの証として認定証が
発行されます。認定証は合格月の翌月初旬に発送します。 
 

⑧ ＜レッスン開始＞ 
▶レッスンはフランチャイズ契約が交わされた時点から開始することが可能です。
規約および教材を遵守のうえディレクターとしての活動を行っていただきます。 
▶基本となるプログラムがアップデートされた場合、ディレクターは本部から提供
されるアップデートバージョンを無料で習得できます。 
 



 9 

⑨ ＜スキルアップレッスン＞ 
▶本部では、多岐にわたる健康ニーズへの適合と技術水準向上を目的としたスキル
アップレッスンを随時開催していきます（企画準備中）。 
 

⑩ ＜ディレクター継続要件＞ 
▶レッスンを実施しているディレクターは、１年ごとの更新タイミングでチェック
用動画の提出が継続要件となります。スポーツボイス・プログラムの中の任意のパ
ートを録画していただき、以降も１年ごとの提出が必要となります。 

 
 
2. シニアディレクター、マスターへの昇格 
スポーツボイスのディレクター・ライセンスを３年以上保持し、のべ 300時間以上
の指導経験（オンライン・レッスン含む）を重ねたディレクターは、シニアディレ
クターの昇格オーディションを受講することが可能です。なお、シニアディレクタ
ーからマスターへの昇格に関しては個別にお問い合わせください。 
 
 

３. ディレクター契約期間 
認定オーディション合格後、フランチャイズ契約に合意のうえ年会費をご入金いた
だいた日から、翌年の同月末日までを契約期間とします。例えば、４月５日に合格
し、４月 10日に年会費をご入金いただいたとすれば、４月 10日から翌年の４月
30日までが契約期間となります。 
 
 

４. 更新のご案内 
更新の日程は、更新月の３ヵ月前の 15日までにメールでお知らせします（更新月
が４月の場合、１月 15日までにお知らせします）。 

 
 
５. 更新の申し込み、継続費用などの支払い 
更新の申し込みは、ライセンス継続費用と年会費を銀行振込とさせていただき、ご
入金の確認をもって申し込み完了とさせていただきます（振込手数料はご負担いた
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だきますようお願いします）。入金の〆切は更新月の前月 15日までとなっていま
す（更新月が４月の場合、３月 15日までに入金）。 
 
 

６. チェック用動画の提出 
チェック用動画は、申し込み完了後、更新月の末日までに提出してください（更新
月が４月の場合、４月 30日までに提出）。なお、動画を確認する中で担当ディレ
クター、並びに本部が継続不可と判断した場合、ライセンス継続費用と年会費は全
額返金します。 
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ライセンス認定トレーニング受講規約 

本受講規約（以下、本規約）には、スポーツボイス本部（株式会社リマインダ
ー）からのライセンス認定を受けるにあたって、受講者と本部の契約条件を記
載しています。申し込みの前には必ず本規約をお読みください。申し込みいた
だいた時点で、本規約に同意したものとみなします。 

第 1 条（受講条件） 
①18 歳以上の方 
②心身の健康状態に問題のない方 
③本規約に同意いただいた方 

第 2 条（受講申し込み） 
①受講希望者は、本サイトに記載する手続きに則り、申し込みフォームに必要
事項を記入し送信してください。その後、受講料の入金確認をもって正式な
「受講申し込み」とさせていただきます。 
②受講者が勤務先などの所属団体を通じて申し込む場合、所属団体と受講者
は、連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。 

第３条（登録情報の使用） 
本部は、本サイトに掲載するプライバシーポリシーに従い、登録者情報、およ
び受講過程において知り得た情報（以下、受講者情報）を使用することができ
るものとします。 

第４条（受講料金） 
①受講料は銀行振込による全額前納となっています（振込手数料はご負担
いただきますようお願いします）。 
②申し込み後のキャンセル、並びに受講料の返金はいたしません。予めご了承
ください。但し、申し込み日を起点とする８日の間に、不慮の事故や長期入院
を伴うご病気のお申し出があった場合に限り、指定する必要書類提出後の審査
により返金します。 
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第５条（受講内容・期間） 
①ライセンス認定トレーニング（以下、認定トレーニング）はオンラインで行
います。 
②ライセンス認定オーディション（以下、認定オーディション）は認定トレー
ニング終了後に提出してもらう動画と筆記試験によって合否の判定を行いま
す。 
③認定オーディションは認定トレーニングの申し込み月の翌月から３ヶ月以内
に終了させてください（例：７月 10 日に申し込まれた方は、10 月 31 日ま
でにオーディションを終了させること）。 

第６条（受講準備） 
①受講用の教材（音楽コンテンツ、動画コンテンツ、テキスト、コリオシー
ト、ガイドライン）はインターネット上に保管されています。個別にお伝えす
る URL からダウンロードしてお使いください。 
②教材の内容全てに目を通してから実際のトレーニングを行ってください。 

第７条（認定オーディションの評定項目） 
認定オーディションの評定項目は細かく定められていますが、基本的に以下の
要件を満たしていることが条件となります。 
①指定された指導が映像で確認できること。 
②指定された動作に耐えうる持久力、筋力、柔軟性などの基礎体力を有してい
ること。但し、実技を伴わない指導資格者の場合はその限りではありません。 
③実際の動作だけでなく、発声法や呼吸法、機能解剖学といった身体の仕組み
に関する基礎知識を身につけていること。 

第８条（認定オーディションの結果） 
認定オーディションの合否判定については、担当ディレクターが客観的かつ公
平に判定した結果を本部が承認したものであり、これに対して異議を唱えるこ
とはできません。 



 13 

第９条（受講内容に関する権利） 
①受講用の教材として提供されるアイデア、ノウハウ、手法その他の情報を含
む一切の著作物は、複製、撮影、録音、録画、転用などを一切禁じます。 
②本著作物の第三者に対する領布、販売、譲渡、貸与、使用許諾は一切認めま
せん。無断で 

を開いたり、名称を変更してレッスンを実施したりした場合は損害賠償の対象
になります。 

第 10 条（受講中のトラブル） 
認定トレーニング中の怪我、病気、または他の受講者をはじめとする第三者と
のトラブルについて本部は一切の責任を負いません。 

8. 第 11 条（警告・退場） 
受講者が以下に該当した場合、受講を中止していただく場合があります。 
①担当ディレクター、および本部担当者の指示に従わないとき。 
②他の受講者に対しての勧誘行為、販売行為、暴力行為、いやがらせなどがあ
ったとき。 
③暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき。 
④その他、運営に支障をきたす行為が認められたとき。 

第 13 条（虚偽の申告） 
認定トレーニング申し込みにおいて、本部に申告すべき事項に虚偽の記載が発
覚した場合、受講を中止していただく場合があります。 

第 14 条（別途協議） 
本同意書に記載されていない事項に関して、疑義が生じた場合には、受講者、
本部の双方誠意をもって協議し解決するものとします。 

上記の条項に同意し、認定トレーニングに申し込みます。 
 
 


