
土井晴康先生 

（どいはるやす） 

好きな 
アーティスト 

Larry Carlton・Jim Hall・田中義人 
Bird・Chaka Khan 

得意 
ジャンル 

ポップス・ロック・ファンク 

得意 
指導対応 

カッティング・コード理論・アドリブ 

プロフィール 

THE BLUE HEATSを聴いてロック、パンクに目覚め13才から
ギターを始める。 音楽専門学校に入学し、Jazz・Pops・
Rock Guitar・音楽理論など幅広く学ぶ。ギターレッスン以外に
もロックバンド、オールディーズバンド(洋楽・邦楽問わず)の
サポートや自身のFunk・Soulバンドでもライブ活動を行ってい
る。 

メッセージ 

ギターは持ち運びができ、手軽に弾ける楽器です。また奥深く、
いくつになっても楽しめるものです。はじめてギターに触れた
い、今よりもうまくなりたい、やったことがないジャンルの曲
を弾いてみたいなど、新しい発見をしながら、一緒に楽しんで
やってみましょう！ 

赤羽校 
ギター 

インストラクター 



坂井隆介先生

（さかいりゅうすけ）

好きな
アーティスト

Jimi Hendrix・Christian Fennesz・高柳昌行
Red Hot Chili Peppers・Jim Hall

得意
ジャンル

ジャズ・ブルース・ボサノバ

得意
指導対応

コード理論・スケール理論・アドリブ

プロフィール

高校在学時にバンド活動及びジャズセッションに参加。
洗足学園音楽大学のジャズコースにて、バークリー式理論や
ジャズ演奏方法を学ぶと同時に、即興演奏・ノイズ演奏への
興味が強くなり、多くの即興ノイズイベントに参加。ギターと
エフェクター、ラップトップをMIDI連動させた即興演奏や舞踏
に対してギターとエフェクトで即興で音楽をつけるなどの
ライブパフォーマンス、また自己のユニットで活動している。

メッセージ

ギターは十人十色。一人一人が最高のミュージシャンになる可能性を
秘めていると思います。完全コピーを頑張るもよし。オリジナルの
プレイスタイルを目指すもよし。
一人ひとりにあったペースや方法でレッスンを行わせて頂きます。
コードの仕組みやコードに対してのスケールの仕組み、ジャズ、
ボサノバ、ブルースなどの音楽も興味があれば
お気軽にお声をかけください。
一緒に上達する楽しい時間を一緒にすごさせて頂ければと思います！

池袋校
ギター

インストラクター



 多田大幹先生 

（ただひろき） 

新宿校 
ギター 

インストラクター 

好きな 
アーティスト 

東京事変・salyu・矢井田瞳 
Eric Clapton・Bill Frisell 

得意 
ジャンル 

ジャズ・ボサノバ・ポップス 

得意 
指導対応 

アドリブ・作曲・コード理論 

プロフィール 

1991年生まれ茨城県出身。 
11歳の頃にテレビで何気なく観ていたエリック・クラプトンのド
キュメンタリー番組に心惹かれ、ギターを始める。中学時代より様々
なジャンルの音楽と出会い、高校時代にジャズに開眼。 
洗足学園音楽大学にてジャズコースの特別選抜ギター演奏者に認定、
同校を首席奏者として卒業。iTunes他配信サイトにて多方面のジャズ
ファンから好評を得ている。ジャズの他、ポップスやロック、舞台音
楽などのレコーディングなど幅広く活動している。 

メッセージ 

マジメに練習するもよし、テレビを観ながらつま弾くもよし、
曲を書いてみたりもよし…とギターの手軽さは色んな方のライ
フスタイルに柔軟に溶け込める楽器です！とにかく「楽しむ」
をモットーに僕とギターを弾けば、自然と上達の実感が湧いて
くる事でしょう！ 



 島智裕先生 

（しまともひろ） 

赤羽校 
ギター 

 

インストラクター 

好きな 
アーティスト 

B‘z・Acid Black Cherry・ZARD 
L‘arc～en～Ciel・GALNERYUS 

得意 
ジャンル 

ハードロック・ヘビーメタル・J-POP 

得意 
指導対応 

速弾き・カッティング・作曲 

プロフィール 

16歳の時にギターを独学で始める。20歳の時にバンドを結成。
オリジナル曲を作曲、自主製作のアルバム、シングル作成、 
コンピレーションアルバムも発売中。 
赤坂BLITZでのライブやレコーディングのサポートもしている。 
個人でのカバーや制作、インターネットへの投稿も積極的に
行っており、激しい音楽とは裏腹に、時には静かに 
メロディーに表情をつけて演奏することを得意としている。 

メッセージ 

ギターを弾いて音を出すということは自己表現の幅が広がると
いうことです！！ 
気軽に楽しめてこんなに奥が深い楽器はないと思っていま
す！！ 
ギターに、音楽に触れて、感情豊かに生活してみませんか？ 
僕が全力でサポートさせていただきます！ 



益山柊人先生 

（ますやましゅうと） 

好きな 
アーティスト 

Robben Ford・Van Halen 
U2・John Mayer 

得意 
ジャンル 

BLUES・FANK・POPS 

得意 
指導対応 

アドリブ・作曲・カッティング 

プロフィール 

高校入学頃からエレキギターを独学で始める。高校時代は数々
のセッションに参加。高校卒業と同時に東京ビジュアルアーツ
に入学の為上京。在学中はインディーズアーティストのライブ
サポート、レコーディングをメインに活動。現在は自分のバン
ドで都内で精力的に活動中。またレコーディング依頼も並行し
て行っている。 

メッセージ 

あの曲を弾いてみたいな・・・弾き語りとかしてみたい
な・・・ブランク有るけどまた弾きたいな・・・など、ギター
を習い始める理由は人それぞれありますが、どんな理由であっ
ても楽しく、分かりやすく教えられる自信があります！僕と一
緒にギターを演奏していきましょう！ 

渋谷校 
ギター 

インストラクター 



福岡丈明先生 

（ふくおかたけあき） 

好きな 
アーティスト 

Allen Hinds・The Beatles・Disney 
Rascal Flatts・Robben Ford 

得意 
ジャンル 

ブルース・ロック・フュージョン 

得意 
指導対応 

コード理論・スケール理論・アドリブ 

プロフィール 

幼少の頃よりピアノを学び、13歳の時にギターに転向。都内の
専門学校でいろいろなジャンルの音楽を学び、在学中の2009年
頃よりライブサポートやレコーディングなどセッションギタリ
ストとしての活動を開始する。主な共演者は藤重正孝、チッコ
相馬など。現在はハウスバンドでの演奏やレストラン、ホテル
のBGMなど様々な場所でBlues・Rock・jazz・fusion等ジャン
ルを問わず演奏している。 

メッセージ 

無理せず自分のペースで続けていけば、ギターは間違いなく上
達します。その過程でより楽しい練習や無駄なく上達するため
のお手伝いをさせていただきます。ギターはとてもおもしろい
楽器です。一緒に楽しく上手くなっちゃいましょう。 

池袋校 
ギター 

インストラクター 



篠原祥紀先生 

（しのはらよしき） 

好きな 
アーティスト 

B‘z・TOTO・QUEEN・Michael Jackson・Yes 

得意 
ジャンル 

ハードロック・ファンク・J-POP 

得意 
指導対応 

スケール理論・アドリブ・カッティング 

プロフィール 

中学生のころギターに初めて触れ、そこからはB'zに影響を受けつつ、POPS,ROCK
に心酔する。高校を卒業し、ミューズ音楽院に入学。2年間の間でポピュラーミュー
ジック理論、テクニック等を吸収する。同学校をトップクラスの成績で卒業し、そ
こからはインディーズバンドのサポート、レコーディング等経験を重ね、その傍ら、
エレキギター・アコースティックギターのレッスン講師として活躍する。現在は、
アコースティックデュオでの活動や、新宿某ライブバーでのセッションホストを勤
める。さらにメジャーアーティストとの共演や、各種セッションライブに参加する
など、アーティストとしても精力的に活動中。 

メッセージ 

ひとたび触れてみれば、そこからはもうギターの魅力に憑りつかれているは
ずです！！自分が大好きなあの曲を両腕で生み出す快感は言葉で表すのは難
しいですが、何事にも変えられないことです！！「でもギターって、弦６本
もあるし複雑そう。。。」わかります、実際僕もそう思っていました。 
大丈夫！ギターのコードの押さえ方にも覚え方を工夫すれば簡単に覚えられ
ます！とりあえず迷ったら僕と一緒にやってみましょう、レッスンでお会い
出来ることを楽しみにしています！ 

赤羽校 
ギター 

インストラクター 



細江美虹先生

（ほそえみこ）

好きな
アーティスト

TUBE・ケツメイシ・Mr.children
中森明菜・マキシマム ザ ホルモン

得意
ジャンル

J-POP・ロック・フォーク

得意
指導対応

ステージング・コード理論・音作り

プロフィール

高校２年生で友人とコピーバンドを結成し、卒業後は東京の音楽専門
学校に進学。再びバンドを結成しワンマンライブを1年間に数回開催。
2015年春、サンボマスター「可能性」MV出演
現在はビクターエンタテイメントのシンガーソングライター町あかり
のサポートミュージシャンとして、MV出演に加え、隔月でワンマン
ライブに出演、お台場夢大陸、TSUTAYA O-EASTでフェスなどの
イベントにも出演し、精力的に活動中。

メッセージ

女の子だってかっこよくギターを弾きたい！最近テレビなどでよく目に
するガールズバンドや女性シンガーソングライターなどを見て、
そう思う事もあるのではないでしょうか。喧嘩に勝てなくたって、
泣き虫だって、ギターを持てば誰でもヒーロー・ヒロインになれると
私は信じています！周りの皆を笑顔にすることも、一人で寂しい夜を
乗り越えることも、素敵なあのコを振り向かせることもできちゃう
素晴らしい楽器です。私と一緒に、そんなギターを弾きませんか！

池袋校
ギター

インストラクター



野澤剛史先生 

（のざわつよし） 

好きな 
アーティスト 

Simpie plan・Nickel back  
Linkin Park・Hoobastank・Daughtry 

得意 
ジャンル 

ロック・ハードロック・ポップス 

得意 
指導対応 

カッティング・アドリブ・作曲 

プロフィール 

8歳のときに兄弟の影響でピアノを始める。中学の時にギターに目覚めク
ラッシックギターを四十谷隆司氏に師事、エレキギターを元イアンミッ
チェルバンド（イギリス）のギャリーコッター氏、宮脇俊郎氏、矢萩秀
明氏に師事する。2005年に教会にてギター独奏のデュエットコンサート
を開催、その他,ラウドロック系インディーズバンドでの活動、歌もの
バックバンドでの仕事などをこなす。2009年頃より自分の世界観を広げ
るため、音楽活動をするためにカナダバンクーバーに滞在する。現在は
ギター以外にも楽曲作りにも奮闘中。 

メッセージ 

生徒さんの目線にしっかりと立って、生徒さんの「こうなりたい！」という気持ちを
全力でサポート致します。ギターはとても幅広いジャンルに対応できる素敵な楽器だ
と思います。透き通った綺麗な音から、重たい音、粗々しい音などなど様々な音を出
すことが出来ます。そして何よりも手軽な楽器の一つだと思います。そんなギターの
楽しさ、表現することの楽しさを体感できる！ そんなレッスンにしたいと思います。
生徒さんにとって貴重な時間を頂きますので、そんな時間を夢をみるかのような
（笑）！？素晴らしい時間になるように頑張ります！！ 

池袋校 
ギター 

インストラクター 



鈴木敏浩先生 

（すずきとしひろ） 

渋谷校 
ギター 

インストラクター 

好きな 
アーティスト 

SPEED・CHEMISTRY・BENI 
T.M.Revolution・Whitesnake 

得意 
ジャンル 

ハードロック・ロック・J-POP 

得意 
指導対応 

アドリブ・カッティング・音作り 

プロフィール 

ギターとの出会いはありふれた父親の古びたギターを弾いたのがきっかけ。吹奏楽部
でトランペットなども演奏。高校で本格的にバンドを組み活動、音楽の専門学校に進
学、音楽のイロハを学び、若干19歳でテレビ東京イツザイ、イケメンバンド企画に
て約400人からギターファイナリストになり、(ポルノグラフティ、aiko、いきもの
がかり)プロデューサー本間昭光氏、共演者の濱口優、TKO木下、マリエ、沢村一樹
から高評価を貰う。師匠に葛城哲哉(TMネットワーク､T.M.Revolution)田中T幸彦
(KEMURI)に師事、幅広く豊かな音楽、ギターライフを探求しています。現在は講師
やネットギタリスト、ライブサポートなどで活動中。 

メッセージ 

初めまして！音楽がギターがライフスタイルの一部に！そんな素敵な事
なかなかないですよね！？そんな事のちょっとしたお手伝いを出来たら
いいなと！ギターをジャ～んと弾ける！絶対楽しいですよ！そんな為に
僕がいます！(笑) ギター弾きたい…けど…なにも分からない！実は！僕
も昔は同じでしたよ！(笑)そんな為に僕がいます！！(笑) 一緒にいっぱ
い弾いて楽しんじゃいましょう！『さぁ…そこの君、一緒に僕と弾こ
う！！』(後楽園ヒーロー風)(笑) 



関口功二先生 

（せきぐちこうじ） 

好きな 
アーティスト 

ICE・キリンジ・Extreme 
古内東子・菊地成孔 

得意 
ジャンル 

ROCK・J-POP・ファンク 

得意 
指導対応 

速弾き・作曲・アドリブ 

プロフィール 

15歳よりギターを始め、友人らとバンドを結成。18歳よりオリ
ジナル曲で活動。上京後、様々なバンド活動を経て、サポート、
セッションギタリストとして活動。ギターマガジン主催のコン
テストGuitar Magazine Championship vol6 優秀賞受賞 
Rec参加アーティストに、水樹奈々・玉置成美・Spontania・桃
井はるこ・浪川大輔・後藤邑子など。 

メッセージ 

朝起きてギター弾いて。昼ごはん食べてギター弾いて。お家に
帰ってギター弾いて。眠れぬ夜にギター弾いて。なんて、
ちょっとした合間にも気軽に手に取れる、そんなところがギ
ターの良さだと思います。 楽しく上達のお手伝い致します！。
一度弾ければずっと弾ける（自転車と同じですね） ギターが
弾ける人生、素敵じゃないですか？ 

池袋校 
ギター 

インストラクター 
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