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この度は私のレッスンにご興味をお持ちくださり、有難
うございます。
私は『変わりたい！！向上したい！！自信を持って歌え
るようになりたい！！』と思っていらっしゃる方々のお
役に立ちたい、お手伝いがしたい！と思っております。
私自身が発声にとても苦労したことが、今となっては
『教える際の強み！』になっています(^ ^)

岩渕嘉瑩先生メソードの中にも『耳を鍛える』ことの重
要性が語られていますが、耳を鍛えることを始めると、
歌に関すること、音楽に関することのみならず、日常生
活の感性もきたえられて、さらに豊かな日々へとつなが
ります。
イタリアにいる間に沢山の素晴らしい歌を聴きました。
素晴らしい芸術に触れ、ファッションに触れ、五感・六
感を磨いて参りました。
そのエッセンスを加えながら楽しく彩り豊かなレッスン
や審美眼講座などを行っていきたいと思います。

La Riho's clubの活動を通して、『真の芸術を愛でる』
ことを楽しみ、『生きる』をもっともっと出来たら…と
思います。そして、惜しみなく愛を与え合える世の中に
していけたらなあなんて思っています(^з^)-☆

La Riho's club



La Riho's CLUB の使命：真の芸術歌の伝道師 ◆ 楽しい
☆響きを利用すると少人数でもしっかりと遠くまで聞こえますから、合唱団に
おいてはエキストラや応援も少人数あるいは不要ですので、より自分たちで
歌った充実感が得られます。
☆無理して歌わないから、疲れにくく、歌うことが苦になりません。
☆普段歌えないような舞台でソリストとしての発表会ができるので、緊張感や
爽快感と普段経験できないような体験ができます。また、日頃の向上具合もわ
かります。
☆私の生徒として、少なくとも今後はやる気のある方を選抜して指導していくつ
もりです。そういった前向きな人達の集まりは、人生を大いに楽しくしていく
ものです。また、ハーバード大学の７５年間の研究でロバート・ウォールディン
ガー氏は、そういった仲間を持つ人は健康に長生きすると報告しています。

　本当に良い音楽、本当に良い歌と歌い方を広めていく
こと、そしてより日本の文化レベルを向上させ、後世に
伝えていくことがLa Riho's CLUBの使命です。
　そのためには本当に良い音楽がどういうものか、本当
に良い歌がどんなものかを知らなければなりません。
　ここだけの話、芸術家、声楽家の立場から申し上げま
すと、世間一般のメディアに登場する音楽や歌が正直、
芸術という観点からしますと、とても素晴らしいものと
は言い難いものが多く流布しているような気がします。
エンターテイメントや商業的には良いのかもしれません
が。。。国内外問わず有名な歌い手もしかりです。
　本当に良いものを知り、真剣に上手くなりたい人に、
本当に上手くなる方法で、自分らしく、末長く楽しく
歌って欲しい。そのために、必要なことをなんでもして
いきたいと思っています。
　まずは、長年の体験から体系化した独自の指導法Tre-
B（トレビ）システムを軸に、より良い歌い方の普及に
努めたいと思います。

◆ 末長く歌える
☆体の響きを活かした歌い方は、小さい音でも遠くに届
きますので、大きな声もいりません。ですから、力まな
くても良いので、声帯も傷めませんし、ものすごい筋力
も体力もいらず疲れません。実際に８０歳以上の方もこ
の方法でバスからテノールに転向して、ソロで歌ってお
られます。

田川理穂の個人レッスンのメリット

◆　自信がつき、人生が活き活きする
☆信頼できる実績及び裏付けのある方法なので、迷わず自信を持って歌えま
す。
☆自分では１００％客観的に見ることはできません。これは一流のプロで
あっても同じです。プロであっても自分で練習するだけでなく、他の人に見て
もらいます。そのぶん上達も早くなります。
☆しっかりした発語法で聞き取りやすくなり、また、抑揚や強弱などで感情
を表現していくので、より気持ちが伝わりやすくなるためコミュニケーション
が円滑になります。

◆ 頼られる存在に
☆審美眼講座やニューズレターなどを通して、本当に良い音楽や歌がわかる審
美眼が身につき、他の人から頼られる存在になります。
☆響きある深い声になるため、褒められることはもちろん、合唱団などで頼
りになる存在として指揮者や合唱指導者から一目置かれるでしょう。
☆正しいラテン語、イタリア語、フランス語、ドイツ語の発音が学べますの
で、皆からお手本として、注目されます。



　その人本来の美しい深い声が出るよう
に、そして多くの方から賞賛いただける
声が出せるように田川理穂の経験に基づ
き独自に体系化した指導法です。
　三つのB（トレビー）を強化し、波紋
のように広がりある、響きのある声にし
ていきます。

Tre-B システムとは？

息
体

響

語I. Breathing 息を流す訓練
　疲れず末長く歌えるように、滞りの
ない息の流れを作る方法を訓練します。

II. Body 良い姿勢、体の使い方
　人から賞賛される良い響きを出すた
め、体の仕組みを学び、響きを作る姿
勢、歌い方を訓練します。

III. Bel Canto 古代イタリア様式の研
　究に基づく、理想の歌い方
　発語をしっかりとすることで、母音
の響きを作ります。
　また、Bel Canto の研究を紐解き、
古代イタリアの華やかだった美しいとさ
れる歌い方、語り方を取り入れ、抑揚
や強弱などの理想を目指します。
(Robert Toft の研究を指針とする）

国立音楽大学名誉教授岩渕嘉瑩
先生の長年の集大成である岩渕
式発語法を取り入れていきま
す。スピードラーニングにも活
用された音声学の研究をも取り
入れ、世界に唯一無二。直接指
導及び全面支援をいただいてい
ます。

ミラノスカラ座でバリトンソリ
ストそして、そのソリストを指
導する責任者であったシルベス
トロ・サンマリターノ師匠の指
導法の秘密も取り入れていま
す。歌は息が８割と師匠は言っ
ています。理穂に何でも協力す
ると言ってくれています！



Tre-B 個人レッスンコースの内容

活動２０周年を記念して、舞台発語講座を実施したところ、ありが
たいことに、個人的に直接指導を受けたいという意見を多くの方か
らいただきました♪
どうしてもうまくなりたいというその気持ちがひしひしと伝わって
くる真剣な方は、なんとかお応えできる場合はレッスンを引き受け
ております。
　一方で、個人レッスンだけでは、向上が難しいと実感をしている
こともございます。
　例えば、A合唱団では国立音楽大学名誉教授であられる岩渕先生の
メソードを私なりに噛み砕き、図解を使い、息の使い方、発語の仕
方など、講義の時間を毎週２時間の指導の中にここ1年間取り入れる
ようにしたのです。
そして、毎回確認のためにクイズを出すなどし、理論と実践を繰り
返してきました。
すると、『やはり田川先生が教えると違うねえ(^-^)』と 日本合唱界
の超大御所や、他の合唱指揮の先生方にも褒められるように。。。
今では練習を他の合唱団に見学してもらい、区などの合唱フェス
ティバル全体のレベルアップのけん引役にまでなっています。
　そこで、このA合唱団の成果と発見をもとに、やはり個人レッスン
にもこのかたちを導入していきたい‼ していくべきだ‼ という想い
が生まれ、それを実際に行って参ろうと、その結果生み出されたの
がこのコースでございます。
このコースは、基本的な構成として、Tre-B講座で基礎的な理論を学
び、審美眼講座で良いものが分かる頭と感性を作り、個人レッスン
で実践、上達していくというものになっています。

具体的に各々の内容を説明していくと、、、

１.Tre-B基礎講座WEB動画＋グループレッスン
　３つのBの理論である『息の使い方』『Bel Canto』『体の使い
方』の詳細を具体的に１０回ほどの動画とグループレッスンで学べま
す。グループレッスンでは小分けにしたテーマの解説を行い、その後
個々人に実践してもらいます。そして、皆でその日取り上げた曲を歌
います。同様の内容を月２回都立大学スタジオノアなどで行います。
グループレッスンも無料の動画で復習が可能です。

2.審美眼講座
　良い音楽、歌、正しい文化を知ることは歌には重要です。良いも
のが分からなければ、誤った方法を真似してしまうからです。そのた
めには、指揮者や歌い手などで本物を知る方々からお話を受けるの
がもっとも近道です。また、その他イタリアで活躍する建築家のお話
や、ワインの専門家など、音楽文化と関わりの深い専門家もお呼び
したりすることで、Tre-Bシステムで重要視している語ることの、言
葉の意味を深く理解して語り、歌うことが可能となります。１ヶ月
に１回（２ヶ月連続同様の内容）を都内を中心に行います。無料の
動画で復習が可能です。

3.発表会
　６ヶ月ごとに、普段歌えないような教会、ホールで発表会を行い
ます。ある程度の緊張感を持ち、歌う機会を設けることで、一つの目
標となりますし、成長度の確認にもなります。プロも本番を重ねる
ことで、実力がつき、成長していきます。

４.個人レッスン
　都立大学駅・田園調布等のピアノ練習室ノアで１時間、個々人の声
質を見極め、良い部分と悪い部分を指摘し、個々人の本来ある素晴
らしい声を引き出し、響きある伸びやかな声に作り変えていきます。



田川理穂プロフィール

メゾソプラノ

➢    国立音楽大学付属中学校、音楽高等学校を
経て国立音楽大学音楽学部声楽学科卒業。ピア
ノを根上倫子、今野信子、浜田桃子各氏に師
事。和声学、作曲を加藤昌則氏に師事。指揮
法、伴奏法をD.Pacitti氏に師事。声楽を山咲史
枝、岩渕嘉瑩、宮永康雄、畑和子、湯川晃、

S.Sammaritano各氏に師事。 ➢    オペラ『ヘンゼルとグレー
テル』でオペラデビュー。 ➢    S.Sammaritano氏の来日時、
メゾの声質を見込まれ、Sammaritano氏のもとへ渡伊し、研
鑽を積む。また、フランスにおいてはアーティストオーディ
ションに合格し、現在までフランス人実業家の支援を受けてい
る。 ➢    ヘンデル『メサイア』、モーツアルト『レクイエ
ム』『戴冠ミサ』などの宗教曲、また、ベートーヴェン『第
九』などのソリストを務めるほか、新進作曲家の独唱曲初演を
数多く務める。 ➢    後継者育成のため、小、中学校のゲスト
ティーチャーを務めるほか、合唱の分野においては、合唱コン
クールの審査員、特別講師として招聘されている。 ➢    毎年
行われるクラッシク春の祭典ラ・フォル・ジュルネで松田聖子
氏の曲の編曲/ピアニストで有名なジャズピアニスト野崎洋一
氏と共演（２０１５） ➢    児童合唱の指導で有名な富澤裕氏
の指揮でみんなで歌おう！小田原市民によるG.F.ヘンデル作曲　
オラトリオ「メサイヤ」のアルトソリストとして出演（２０１
６） ➢    山田和樹氏指揮のがん患者さんが歌う春の第九合唱
指導およびピアニスト、NHK出演予定（２０１７） ➢    シル

ベストロ・サンマリターノ氏を日本に招聘し、リサイタル共演
（２００９） ➢    その他TV出演するパーカッショニスト、ギ
タリストなどと多数共演 ➢    TV出演や雑誌に掲載されている
有名な書道家とのコラボレーション演奏会（２０１２） ➢   
 渡辺真知子ラジオ番組に出演（２０１５） ➢    日本プロ音楽
録音賞（サラウンド部門）を受賞した阿部哲也 レコーディング
＆ミックスエンジニアによるレコーディングで、みくりやクワ
イアとして、ポニーキャニオンよりCDメジャーデビュー ➢　
野崎洋一氏に「ぞうのはな子」の作詞・作曲をしてもらい、
CDをラ・ルーチェとしてリリース ➢    現在の指導合唱団：
コールやざわ・アンサンブル『凜々』常任指揮者、『いきのち
から』・学芸大OB/OG Shall we choir ・横浜市栄区『第九』
合唱指導者/ピアニスト、学習院大学OB合唱団・コーロ・ミス
ト・ステッラ合唱団音楽スタッフ・浦和ゆうかり合唱団ヴォイ
ストレーナー、 山田和樹氏指揮のがん患者さんが歌う春の第九
合唱指導およびピアニスト・新日鉄住金本社合唱団ボイスト
レーナー

 



Baritono（バリトン）

イタリアのシチリア生まれのオペラ歌手。
大学卒業後、幼い頃よりの歌手になる夢をか
なえるべく、ミラノへ移住。
その後ミラノジュゼッペヴェルディ国立音楽
院にてパヴァロッティの師でもあるカンポ・

ガッリアーニ氏のもと研鑽を積む。
音楽院を修了後、テノールのジャチント・プランデッリ
（Giacinto Prandelli）、アルフレード・クラウス（Alfredo 
Kraus）両氏のもとさらに研鑽を積み、特に声楽の肝である呼
吸法を得とくし、声楽を本格的に学び始めてわずか二年後、ミ
ラノスカラ座の専属合唱団入団試験に合格した。

 その後スカラ座合唱団にて経験を積みながら、歌唱法、演技
等に磨きをかけ、レパートリーを増やし、ヴェルディの声国際
コンクール（伊：ブッセート）バスティアニーニ賞受賞（バリ
トンの声種の最高峰の賞）等数々の著名なコンクールに優勝し
た。また、同時期に、バジレア歌劇場のラ・ボエーム マル
チェッロ役でオペラデビュー。
　バジレア歌劇場でのデビュー後、ランメンモールのルチアの
エンリーコ、リゴレットのタイトルロール等、ヴェルディのオ
ペラを数々こなす。
カヴァレリア・ルスティカーナのアルフィオ、カルメンのエス
ミーリョ、ドン・ジョヴァンニのレポレッロ等をレパートリー
とする。
　１９８０年ミラノ スカラ座と専属ソリスト契約を結び、そ

の後１９９７年にフリーで活動を開始するまでの１７年間スカ
ラ座の全てのシーズンに出演。
　その後アバドからの熱烈な依頼により、スカラ座専属歌手養
成所講師責任者に就任。就任後もスカラ座の公演に頻繁に出演
を続ける。

これまでに共演した主な指揮者は、バーンスタイン、ジュリー
ニ、ムーティ、オーレン、小澤征爾、シノーポリ、サヴァリッ
シュ等で、共演した主なオペラ歌手は、パヴァロッティ、ドミ
ンゴ、カレーラス、クラウス、フレーニ等数多くの著名な指揮
者、歌手と競演。演じたオペラは、イタリアオペラだけには留
まらず、フランス、ロシア、ドイツオペラ等多岐にわたる。
　日本での活動は、１９８１年のスカラ座引越し公演で初来日
し、１９９９年新国立劇場の研修所特別講師を務めた。

現在は、イタリア国内をはじめドイツ、フランス、中国、諸外
国からも招聘され、リサイタル等を行っている。
また、後継者育
成に積極的に携
わっており、イ
タリアベルカン
ト唱法の指導に
は高い評価を得
ている。

 Silvestro Sammaritano シルヴェストロ・サンマリターノ氏プロフィール



テノール
北海道出身。1964年東京芸術大学声楽科卒
業。藤村晃一、鷲崎良三、飯山恵巳子、日原
美智子、矢田部勁吉、R.リッチ、L.フィッ
シャー、F.マテウッチ、E・シュワルツコップ
の諸氏に師事。国立音楽大学オペラ研究室を
経て、東京室内歌劇場、二期会、日本創作オ
ペラ協会、長門美保歌劇団等で数多くのオペ

ラやコンサートに出演。1973年ザルツブルグ・モーツァルテ
ウム夏期講習会受講（リートをE.ウェルヴァ、オペラをA.パウ
ルミュラー他の諸氏に師事）。1977～83年国立音楽大学音楽
研究員として海老沢敏氏のもとでモーツァルト新全集による歌
曲とアリアの歌唱研究。また、G.カッチーニのLe Nuove 
Musicheを中心にイタリア古典歌曲の歌唱法高野紀子氏のも
とで学ぶ。1983年東京・大阪・草津でのE・シュワルツコッ
プ・リートマスタークラス公開講座受講。1984年～85年ドイ
ツミュンヘンに留学（国立音楽大学海外特別派遣研究員）。
ミュンヘンではオラトリオをL.フィッシャーに、リートとオペ
ラアリアをスイス・チューリッヒ在住のE・シュワルツコップ
のもとに通い学ぶ。留学中にワイマールのリスト音楽院講習会
受講。フランクフルトのアルテオペラ主催E・シュワルツコッ
プ・リートマスタークラス公開講座、モーツァルテウム冬の
シュワルツコップ・リート講座をそれぞれ受講する。ミュンヘ
ン留学中３回コンサートを行う。またキリスト教会でも度々
ソロで出演する。1985年6月コルト・ガーベンのピアノ伴奏
でドイツ歌曲による帰国記念リサイタルを開催。1994年には
小林道夫氏のフォルテピアノによるシューベルト「美しき水車

小屋の娘」でリサイタルを行い、以後山基ハウジング株式会社
の主催により小林道夫氏と共にシューベルト歌曲連続演奏会
を行い、音楽雑誌など各方面より高い評価を受ける。２００
４年”ウィルヘルム・マイスターの歌曲”演奏会（お話：檜山哲
彦氏・国立音楽大学音楽研究所主催）に出演。また２００７
年8月にはE・シュワルツコップ追悼演奏会に出演（草津アカ
デミー　草津音楽祭）。以後二期会ドイツ歌曲研究会コン
サート、二期会駅伝コンサート、カール・レーヴェガラコン
サート、シューベルトミサ曲６番、オペラ「ラ・ボエーム」
（オフィス・アプローズ主催）のベノア役等に出演。日本歌
曲、ドイツ歌曲、宗教曲を中心に演奏活動を続けている。国
立音楽大学名誉教授。二期会会員。（財）東京オペラアーツ評
議員、TBSこども音楽コンクール審査員、　Neue Klang主
宰。

国立音楽大学名誉教授岩渕嘉瑩氏プロフィール 



参加条件

　この度、参加条件を設けました。
なぜ、参加条件を設けたのか？
率直にいうと、その方がより上達するから
です。『なんとなく、レッスンを受けてい
れば上手くなった気がする。』と、個人
レッスンを受け続けていくだけで上手くな
るという事は経験的に多くはありません。
　やはり、基礎的なメンタル面がとても大
事で、『上手くなるんだ！』『これをやり
遂げてみよう！』という決意がないと、人
というのは易きに流される傾向があると思
うのです。
　とは言っても、指導方法の趣旨にのっと
る企画に参加してもらい、その分の会費を
前もってお支払いをいただくということの
みです。

条件1：Tre-B講座に月に１回参加するあ
るいは動画を見て、レポート提出１回か動
画提出
　月２回行われる講座どちらかに１回参加
いただくか、動画をご覧になり、感想・疑
問などをメールでご提出いただく。その２
回は時間場所を変えて行います。

条件2：審美眼講座に２ヶ月に１回は参加
あるいは動画を見て、レポート提出
　２ヶ月に２回毎行われる講座のどちらか
に１度参加いただくか、動画をご覧にな
り、感想・疑問などをメールでご提出いた
だく。その２回は時間場所を変えて行いま
す。

条件3：個人レッスンを月１度は行う
　コースに個人レッスン１回分は含まれて
おります。翌月までは振替可能ですが、最
低月一度のペースを基本とします。

条件4：半年に１回の発表会に参加　
　昨今の建て替え等による会場不足もあ
り、事前に代金もいただき（コース代金に
含まれる）、会場を予約致します。お日に
ち等のご希望は４～５ヶ月ほど前に伺いま
す。

条件4：半年分の会費を事前にお支払い　
　会場等の予約の確実性や生徒さんの上達
促進、サービスの充実を図る上には必要と
考えました。また、ある意味『決意表明』
にもなるので、真剣にレッスンに臨んで頂
けるのでは！との期待もあります。なお、
分割お支払いもご用意しています。

向いている方いない方
向いている方：
・上手くはないけど、どうしても向上した　　
い方。
・どんな指導法なのか不安だけど、とりあ
えず試して、自分なりに取り入れていきた
い方
・自分の声が気に入らないが、本当に自分
らしい声があるなら、それを見つけてみた
い方
・なんでも挑戦して向上することに喜びが
感じられる方
・どうせ習うなら本物がよい方
・末長く元気に歌い続けたい方
・人の振り見て我が振り直せる方
向いてない方：
・なんとなく大きな声・高い声を出して
スッキリしたい方
・仲間と一緒に歌えて楽しければそれでよ
い方
・指導されたことは今までと異なることだ
から、面倒だし、変えたくないと思いがち
な方
・ただ目立ちたい、人からよく思われたい
ので、それなりの人に教えてもらいたい方
・歌い方なんてどれも同じで大差ないと
思っている方
・なんだかんだ言っても、今の自分にそこ
そこ満足な方



注意：1. 上記（　）内は税込価格です。2.通常コースで追加個人レッスン代は、9,000円です。各部屋のレッスンルーム代は別途
ご負担いただきます。場所は都立大学駅及び田園調布駅前等のピアノ練習スタジオノアとなります。3.各動画はDVDでご提供も可
能ですが、実費・送料を含め１テーマごとに1,500円ずつかかります。

Tre-B個人レッスンコース・価格表Tre-B
グループ
レッスン

SUPERIORE
コース

審美眼
講座

個人
レッスン

左記
動画

左記
動画

ニューズ
レター

会員費 発表会
積立

5ヶ月
一括額

14,000
@7,000

プレゼント
@2,400×5

25,000
@5,000

20,000
@4,000

50,000
@10,000

15,000
@3,000

45,000

124,000
(133,920)

179,000

２回 10回以上 5ヶ月

　1. 出張レッスンが可能です!
　  （ただし、移動時間１時間以内の地域とさせて頂き、それ以上の場合はご相談ください♡）
　2. 国立音楽大学名誉教授岩渕嘉瑩先生による個人レッスンが受講可。
　3. ２回目以降の追加個人レッスン代が１回あたり８０００円
　4. シルヴェストロ先生来日時のレッスンが優先的に受けられる
　5. SUPERIORE会員だけの極秘イベントご案内とその他ご優遇あり
　6. 田川理穂へのメール質問への優先回答

(193,320)

5回 2回 5回5回

通常コース

Tre-B
基礎動画

3回

30,000
@6,000

オプション
価格

SUPERIORE
オプション
詳細

3回分割払い：3回の分割払いを承ります。ただし、10％の分割手数料がかかります。
通常コース：147,312円（税込）1回目（４月）：49,104円　2回目（６月）：49,104円　3回目（９月）：49,104円
SUPERIORE：208,786円（税込）1回目（４月）：69,595円　2回目（６月）：69,595円　3回目（９月）：69,595円

プレゼント
@3,500×2

プレゼント
39,800

プレゼント
＠500×3

25,000
@5,000

5ヶ月

14,000
@7,000

プレゼント
@2,400×5

20,000
@4,000

45,000
@9,000

プレゼント
@3,500×2

プレゼント
39,800

プレゼント
＠500×3＊

＊



コース特典 ◆ 発表会がリーズナブルに必ず参加できる
半年ごとのおさらい発表会には、飛び入りの方は審査の上出られますが、
会員は必ず出場できるうえに、およそ3０%OFFの価格で参加できます。

◆ Tre-Bグループレッスンと審美眼講座が割引価格しかも何回も出席可能
Tre-Bグループレッスンは１回7,000円ですが4,000円、審美眼講座は１回
で9,000円ですが、7,000円で受講が可能。しかも、同様の内容を日時を
変えて繰り返しますが、何回も出席することが可能です。

◆ Tre-Bグループレッスンと審美眼講座の動画が無料で見られる
Tre-BグループレッスンのWEB動画は１テーマ2,400円
審美眼講座動画は、１テーマ3,500円ですが、全て無料でご覧頂けます。

◆ ニューズレター
３回分の有料ニューズレターが1,500円分が無料でつきます。

◆ メールで質問できる
田川理穂に聞きたい質問をすることができます。返答には約１～２週間ほ
どいただきます。今後、チャットでの質疑応答も検討しております。

◆ スペシャルイベントの無料あるいは割引ご招待
各分野の専門家の講義や岩渕先生、田川理穂の特別企画コンサートやイベ
ントなどに、無料あるいは割引価格で優先的にご招待します。

◆ その他諸々特別な企画サービスを提供
Riho's CLUBの趣旨に合い、皆様の向上に役立つことは積極的に取り入
れ、優先的に提供していきます。

◆ 個人レッスンが通常価格よりお得
　通常、都立大及び田園調布等のピアノ練習スタジ
オノアでの個人レッスン10,000円を9,000円で追加
レッスンを受けられます。
　SUPERIOREコースはさらに、1,000円引きで
8,000円で追加レッスンを受けられます。

◆ 会員専用サイトへアクセス
　会員さまだけのためのWEBサイトへアクセスで
き、特別な情報得たり、仲間と励まし合えます。

♦ Tre-B基礎講座の動画１０回以上
　39,800円相当をプレゼント
　Tre-Bの基礎を学ぶための動画を販売予定ですが、そ
れを皆様にプレゼントいたします。



Bel Canto

5-19-30 Tamagawagakuen
Machida-shi, Tokyo

T 03-6890-8565
https://tagawariho.com
info@tagawariho.com


