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とは？

Deeは、関西随一のDTM(デスクトップミュージック)/DAW(デジタルオーディオワークステーション)の専門のスクールです。

コンビューターミュージッククラブDeeでは、他校に例を見ない幅広いソフトとコースを揃え、初心者からプロを目指す人たちまで、

DTM/DAWやシンセサイザーを学ぶあらゆるレベルの人たちに対応しています。コンピューターミュージッククラブDeeからは、発足以来

19年間で3,000名以上の方が学ばれました。

その中には、サウンドクリエーターやアレンジャー、トラックメーカー、インストラクターとして現在も活躍されている方が多数含まれます。

コンピューターミュージッククラブDeeは、1994年という早い時期にスタートしたため、MIDI検定試験のスタート、他スクールの立ち上げ

や講師養成(ヤマハHELLO! MUSIC!スクールなど)等、DTM/DAWの普及・発展にも寄与してきました。

【講　師　数】 12人

【会　員　数】 約200名(2013年10月現在)

【そ　の　他】 社団法人日本音楽電子事業協会主催MIDI検定協力校

　　　　　　　 　　　 JSPA(日本シンセサイザープログラマー協会)大

 MIDI検定認定校

Finale認定校

Sibelius認定校



DTM/DAWって？

自分で作ったメロディーに伴奏を付けて

ちゃんと完成した形にしてみたい。

あるいは好きな曲を自分のアレンジで

聴いてみたい等と思った事は

ありませんか？ 

DTM/DAWなら楽器ができなくても、

自分一人だけでフルオーケストラの

演奏を完成させる事も

不可能では有りません！ 

もちろん音楽ソフトの使い方は、独学でも学ぶ事ができます。

ですが、音楽的な知識に基づいた使用の仕方や、ソフトの操作の隅々まで修得するのは、至難の技です。

知らないことで、音楽表現の幅が狭くなっている事もあります。

音楽経験豊富な講師に、ソフトの操作から音楽知識まで全てを学ぶことで、自由な音楽表現ができるようになります。

DTM(デスクトップミュージック)/
　　　　DAW(デジタルオーディオワークステーション)

DTM/DAWを教室で習うことのメリット(独学との違い)

オリジナルソング
web配信

自宅
レコーディング

リミックス

伴奏
データ制作

オリジナル
楽譜

一人
フルオーケストラ

オリジナル
アルバム制作

カラオケ
着信メロディ

自由な音楽表現を
                 手に入れる！

DTM/DAW



他のスクールと違うDeeのポイント！

Point. マンツーマンレッスン！！

ソフトが選べます！

音楽の現場に近い！

レッスンは10:00～21:00まで！

体験レッスンは本格的な1時間！

Deeではマンツーマンレッスンで生徒さん一人一人に

合わせたカリキュラムでレッスンをいたします。また、

教室にある機材は全てレッスンで使っていただけま

す。ご自宅でお使いのパソコンや機材をお持ちいた

だき、受講していただくことも出来ます。

たくさんのメーカー、ソフトに対応していますので、

いくつかのソフトを同時に勉強したり、レッスンの途

中でのソフト変更も自由にできます。また教室では

アカデミック版ソフトの購入ができます。

Deeの母体は音楽制作会社です。カラオケの制作、譜面

作成、楽曲アレンジなどの制作を講師が担当しています。

また、講師はスタジオ勤務やゲーム音楽などの制作など

現役のクリエイターばかりですので、現場での実践的な内

容もレッスンにて聞いていただけます。

Dee火曜～日曜まで月曜以外は毎日開講しています。

朝10時から夜9時まで開講しているので、ライフスタイル

に合わせてレッスンに通っていただけます。

Deeの体験レッスンは1時間1050円！

有料であることにより実際のレッスンと同じようにレッスンを

受講していただくことが出来ます。体験レッスンではありま

すが、次回レッスンに向けてやこれからのレッスンの方向の

相談ができます。これからのレッスンについて是非講師とじ

っくりお話ししてください！
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レッスン対応ソフト一覧

◆ DAWソフト ◆

Pro Tools LE
Digital Performer
Live
Reason

●その他

Studio One™ Free 2♪New
●MI7 Japan

Logic Pro 9　
(Logic Studio)E

♪New
●Apple

Singer Song Writer 10 Professional
Singer Song Writer 10 Standard　
Singer Song Writer 9 Professional
Singer Song Writer 9 Standard
Singer Song Writer Lite 8
MIXTURE

♪New
♪New
●Internet

SONAR X2 PRODUCER　
SONAR 8.5 PRODUCER
MUSIC CREATOR 6

♪New
●Cakewalk

Cubase 7　
Cubase Artist 7　
Cubase 6.5
Cubase Artist 6.5
Cubase Elements 6
Cubase AI 6
Sequel 3

音楽帳 5・Music Pro
●その他

Sibelius 6
●Avid

♪New

♪New
♪New

●Steinberg

◆ 譜面作成ソフト ◆

Finale 2012　
Finale 2000 ～ 2011
Print Music

●MI7

◆ ボーカロイド ◆

VOCALOID 2
・Megpoid ( メグッポイド )
・がくっぽいど
・Lily ( リリィ )
・ガチャッポイド

ニコニコムービーメーカー ( 動画 )

VOCALOID 3　
・Megpoid ( メグッポイド )
・がくっぽいど
・Lily ( リリィ )
・CUL ( カル )

●Internet
♪New

初音ミク
●クリプトン・フューチャー・メディア

VOCALOID Editor for Cubase　
VOCALOID™3 Editor　
VY1 V3 SE・VY2 V3 SE

●ヤマハ

♪New
♪New
♪New

◆ ソフトシンセ・ソフトサンプラー ◆

TRILOGY・BFD2
●その他

Absolute VST Instrument Collection　
HALion SONIC
HALion 4　
HALion SYMPHONIC ORCHESTRA
The Grand 3
GROOVE AGENT 3

●Steinberg

◆ マスタリングソフト ◆

WAVELAB 7
WAVELAB ELEMENTS 7

●Steinberg

♪New

※各ソフト旧バージョンにも対応しています

※一覧にないアプリケーションについても、

ご準備できる場合があります。お気軽にお問い合せ下さい。



コース案内

音楽コース

DTM・DAWコース

コースは、マンツーマンで期間を決めずに生徒さんのやりたいことをやりたいだけ学んでいただける DTM・DAW
コースと音楽コース、あらかじめカリキュラムが決まり期間を限定したレッスンのデジタルサウンドクリエイ
ター専攻科があります。パソコンやソフトの基本操作から効率よく曲作りが出来る裏技まで、実際に仕事でソフト
を使用している講師だからこそできる的確なアドバイスで疑問を確実に解消していきます。

譜面作成

Cubase
SONAR
SingerSongWriter
XGworksST/SOL2
LOGIC

楽譜浄書のテクニックを修得したい方に。

<対応ソフト>

1回1時間 月2回10,500円

  (5,250円(税込)/1時間)

1回1時間 月2回12,600円(税込)

  (6,300円(税込)/1時間)

ビギナーズコース
スタンダードコース

マスターコース

Sibelius　　　FINALE
Allegro　　　 PrintMusic

<対応ソフト>

1回1時間 月2回10,500円(税込)

　(5,250円(税込)/1時間)

1回1時間 月2回12,600円(税込)

　(6,300円(税込)/1時間)

基礎コース

マスターコース

※その他のソフトはご相談ください

※その他のソフトはご相談ください

作曲・編曲

ミキシング・マスタリング

基本操作
曲を作る上で必要なコード理論・編曲のレッスンです。思いついたメロディーを曲にする、思い通りにアレンジをするため
の知識を学びます。　対応ジャンル：J-POP、バンド系ロック、ダンスミュージック、演歌、オーケストラ　その他

全く初めての方にはPCの操作方法からわかりやすくお教えします。楽器ができなくても、ソフトの機能を使った簡単な
曲作りや、オリジナルCDを作る事ができます。すでにソフトを使われている方は、より効率の良い操作や、プロが使う
テクニックも習得できます。

DigitalPerformer
ProTools
LIVE
REASON
VOCALOID

パートごとのボリュームや音質を調整し、市販のCDのように仕上げる方法など、
オリジナルCD作りにはかかせない編集の技を学びます。

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
だ
か
ら

こ
こ
ま
で
習
え
ま
す
！楽曲制作

(トラックメイキング)

ソフトを使いこなし、実際に曲を作り上げていくレッスンです。MIDIで楽器をリアルに表現する方法や、演奏や歌を録音し
編集するテクニックを身につけます。

(税込)

レッスン形態

ソングライターコース

マンツーマンレッスン

受講料

レッスン形態 受講料

レッスン形態 マンツーマンレッスン

受講料

シンガーソングライターを目指す方
作曲編曲に絡ませて作詞を勉強したい方。

マンツーマンレッスン 1回1時間 月2回10,500円

  (5,250円(税込)/1時間)



デジタルサウンドクリエイター専攻科(1年制)
DAWやソフトサンプラーの操作方法をはじめ、コード理論や作曲／アレンジ、MIDIによる楽器シミュレーション、波形
編集とループ系の楽曲制作、オーディオ編集、ミキシング／マスタリングなど、コンピューターを使った音楽制作に必
要な知識とテクニックを総合的に身につけることができます。

コース案内

音楽のプロを目指すコース

音楽コース

ギターの仕組みや演奏テクニック・ギターの録音方法など
ギターを全く触ったことのない方でも一から学んでいただけます。

はじめて ギター  ～ギターをマスターしよう～

月2回4,200円(税込)(1回30分)レッスン形態 マンツーマンレッスン 受講料

今からでも遅くない！とにかく弾きたい・聴かせたい ! ! という方のためのピアノを楽しむコースです。
どんなジャンルの曲でもOK。憧れのあの曲を弾くことができます。

はじめて ぴあの  ～大人のためのピアノレッスン～

1回30分 月2回4,200円(税込)

　(2,100円(税込)/30分)
レッスン形態 マンツーマンレッスン 受講料

３～４名のグループレッスン　　※４月・１０月開講

420,000 円 (税込 )

レッスン形態

担当講師

受講料

西岡健先生・宮武直人先生・谷本真一先生・井尻希樹先生

授業の見学もできる、入学相談・説明会があります。
詳しくは受付スタッフまで！

シンセサイザー
<対応機種> ※その他の機種はご相談ください

MOTIF 　　　　　ESQY(700,100,70,300)
JUNO-G　　　　SH201

レッスン形態

受講料

シンセで音作りや音楽制作をする方に。

マンツーマンレッスン

1回1時間 月2回10,500円

  (5,250円(税込)/1時間)



講師の紹介
コンピューターミュージッククラブDeeでは、
音楽業界で幅広く活躍している現役クリエイターが講師です！ 

井尻 希樹（いじり のりき）先生

【担当】                       　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase その他　　　　　　　　　　　　　　・水曜日(2.4週目)、土曜日(1.3週目)

【こんな先生】 
現在、アレンジャー、マニピュレーターとして活動中の井尻先生。
バンド経験ではギターとプログラミング、仕事ではミュージカルやライブなどに使用する楽曲
製作を担当していたため、ギター主体のポップスから生感のあるクラブミュージックまで様々
な知識をお持ちです！

【ひとこと】
「やってみたい」と思う気持ちを大切に、音楽を楽しむ同志としてすこしでもお力になれれば
と思っています。 

稲田　大輔（いなだ　だいすけ）先生

【担当】                       　　　　　　　　　【稼働曜日】
・ピアノコース　　　　　　　　　　　　　　　　・火曜日(2.4週目)、金曜日、土曜日

【担当】                       　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase その他　　　　　　　　　　　　　　・日曜日(2.4週目)

【こんな先生】 
丁寧なレッスンの稲田先生。オーディオやミックスなども、生徒さんのペースに合わせてか
みくだいて教えてくださるので、初心者の方もどんとこいです！

【ひとこと】
作曲のコツ、スピードアップはもちろんミックスからマスタリングまで、制作の最初から最後ま
で思う存分一緒に作り上げて行きましょう。
音楽とはセンスじゃなく、楽曲のいい所の可能性を見つけるトレーニングと、音の楽しみ方で
最高の楽曲に変身しますっ！！

米谷 知己（こめたに ともみ）先生
(有)ディプス／コンピューターミュージッククラブDee代表

【担当】
デジタルサウンドクリエイター専攻科
MIDI検定4級取得コース・MIDI検定3級、2級筆記/実技対策コース

岡野　里音(おかの　りお)先生

【こんな先生】

デジタルサウンドクリエイター専攻科を卒業された岡野先生は卒業後にシンガーソングライター
としても活躍され、演奏だけでなく楽曲制作もされているので色々なアドバイスが聞けること間違
いなしです！おっとりした雰囲気の先生でレッスンもリラックスして受けてもらえます。

【ひとこと】
 

ピアノでもDTMでも、音楽のある生活は人生に彩りを与えてくれます。
慣れないうちは難しく感じてしまうこともあるかもしれませんが、コツさえ掴めば誰でも音楽を
楽しむことができます。音楽を奏でる楽しさや嬉しさを、一緒に見つけるお手伝いができたら
なと思います。



竹田　佑介(たけだ　ゆうすけ)先生

【担当】                       　　　　　　　　　                     【稼働曜日】
・Cubase、SONAR、VOCALOID その他　　　　　　　　　・火曜日(2.4週目)、金曜日(1.3週目)、日曜日
・ギターコース担当

【こんな先生】
バンドなどもされていた竹田先生。
ロックからダンス系のデジタルな音楽まで、様々なジャンルの曲の相談にのってくれます。
ソフトの操作なども丁寧に説明をして下さるので、初心者の方でもばっちりですよ！

【ひとこと】
ふと思いついた鼻歌のメロディ、曲として形にするのは結構難しいものです。
皆さんの思い描いたイメージを形にしていけるよう、共に頑張っていきましょう。 

櫻井 智子（さくらい ともこ)先生

【担当】                       　　　　　　　　　                     【稼働曜日】
・Cubase、SingerSongWriter　その他                        ・火曜日(2.4週目)
・

・ギターコース担当

ピアノコース担当 

【こんな先生】
明るく元気な櫻井先生は、元音楽教師だけあって、生徒さんを引っ張っていくのはお手のもの！
ピアノでも、作曲でも、DTMでもなんでもおまかせの先生です。 

講師の紹介

谷本 真一（たにもと しんいち)先生

【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase、Protools、Logic、LIVE、MOTIF XS　その他　　　　　　　　・火曜日、金曜日、日曜日
・デジタルサウンドクリエイター専攻科

【こんな先生】
logicや Protoolsを使いこなす谷本先生は、現役で マニュピレイター、楽曲カバー制作、着メロ制
作などをされています。バンドもやっていたこともあり、音楽の話はなんでも来いです！
レッスンでは、おすすめのCDを教えてもらったりの特典も！

【ひとこと】 
みなさんの頭の中で鳴っている音楽を曲にする、そのお手伝いができればと思っています。
いろいろな音楽に好奇心を持って、楽しく音楽を創って行きましょう。 

田口 大輔(たぐち だいすけ)先生

【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・水曜日、土曜日(2.4週目)

【こんな先生】
バンドでギターを担当されていた田口先生。 
特にバンドにDTM・DAWソフトを取り入れたい方、ギタリストの方などに、経験に基づいたアドバイス
もお手のもの。実はDeeのデジタルサウンドクリエイター専攻科の卒業生です。
幅広いジャンルの音楽作りやソフトの知識で、初心者の方にもわかりやすくレクチャーしてくれます

【ひとこと】 
DTMは一人で最初から最後まで音楽制作を完了する事が出来ます。しかし、分からない事があった
時に挫折してしまう方も多いのでは無いでしょうか？そんな時にアドバイスをくれる人がいればとて
も心強いです。DTMは使いこなせばこんな面白いものはありません！一緒に頑張りましょう！



宮武 直人(みやたけ なおと)先生

【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase、SingerSongWriter、SONAR　　　　　　　　　　・水曜日、木曜日、金曜日(2.4週目)、土曜日
  DigitalPerformer、Finale、Sibelius　その他 

・ デジタルサウンドクリエイター専攻科
・シンセサイザーコース担当

【こんな先生】
落ち着いた声で丁寧なレッスンをする宮武先生。
お堅い先生に見えますが、 実際おしゃべりをしてみると…見た目とのギャップの差に驚きます。

【ひとこと】 
「趣味は作曲です。」…にしたい人、大歓迎！ 「仕事は作曲です。」…にしたい人も大歓迎！ 
演奏は練習しないとなかなか上手くなりませんが、 作曲はコツをつかめば誰でも出来るものです。 
難しく考えずに、トライしましょう！

講師の紹介

橋本 尚樹(はしもと なおき)先生

【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【稼働曜日】
・SingerSongWriter、Cubase、VOCALOID　その他　　　・月曜日、木曜日

【こんな先生】
J-POP、ロック～演歌アレンジまで、今までさまざまなジャンルのデータ制作をされてきた橋本先生。
カラオケの制作やゲーム音楽の作曲などのお仕事もさ れていましたので、自分でカラオケを作って
みたい！曲を作ってみたい！アレンジしたい！という方もおまかせです。
これからDTM/DAWを始められる初心 者の方にも、わかりやすく丁寧にレクチャーして下さいます！

【ひとこと】 
分からない事を教えるという事は勿論の事ですが、より生徒さんの立場になり、一緒に問題を解決し
ていったり、アイデアのヒントになるようなきっかけを作っ たりといった、生徒さんがクリエイティブな
気持ちになれるようなレッスンを目指していきたいと思っています。

西岡　健(にしおか　たけし)先生

【担当】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【稼働曜日】
・Cubase、SingerSongWriter、DigitalPerformer　その他　　　　　　　・金曜日、土曜日
・デジタルサウンドクリエイター専攻科 

【こんな先生】
Deeで講師をする傍ら、データ制作でも大活躍の西岡先生。バンド活動の経験もあり、今までキーボ
ード、ドラム、アコースティックギター、リコーダー、ハーモニカなどハードなものからかわいらしい楽器
まで沢山こなす頼もしい先生です。

【ひとこと】 
音楽は楽しむものです。本人が楽しくなければ聞く人も楽しいはずがありません。
ソフトの使い方やデータの作り方を覚えながら楽しく音楽を創りましょう！

・ギターコース担当



Dee入会のメリット

1ヶ月に8講座開講しているマンスリーセミナーや、3時間というまとまった時間で学ぶ事が出

来るスペシャルセミナー、MIDI検定の取得・対策セミナーや１ヶ月という短期間でスキルアップ

を目指すスキルアップセミナーなどDeeでは様々なセミナーを開講しています。

Dee会員様はこういったセミナーを常に割引き価格にて受講することが出来ます！

Deeで開講しているセミナーが常に割引き価格にて受講できます

教室に置いている書籍を自由にお読みいただけるだけでなく、普段レッスンで使用

しているブース・パソコン・機材など、どれでも使用していただけます。

お持ちでないソフトも、試しに使ってみてはいかがですか？

レッスンのない日でも教室で自習ができます

ご自分で発売されたCDや、企画されたイベントのチラシなどを持ってきて置いていただけます！

色々な生徒さん達の作った音楽を聞くことができる機会を作らせていただいています。

自作CDやチラシを教室に置くことができます

コンサートや楽曲コンテスト、コンピレーションCDへの参加など、会員限定のイベントも盛りだくさんです。

音楽を通して同じ趣味の仲間と盛り上がりましょう！

会員限定のイベントに参加できます

音楽ソフトのアカデミック版をDeeの在学証明書にて購入する事ができます。

在学証明書はDee受付にて発行料210円にて発行いたします。

Deeの在学証明書でソフトのアカデミック版が購入できます

各コースとも、入会時に入会金 5,250 円が必要です。
（体験レッスン後、そのまま入会頂きますと入会金が１割引きの 4,725 円になります）
入会されると会員限定の特典を受ける事ができます。



Dee入会のメリット

教室で開催しているデータコンテストに参加いただけます

Deeでは定期的に様々なジャンルで「データコンテスト」を開催しております。
データコンテストでは応募いただいた全楽曲から、試聴・投票を行い賞を決めます。
投票はDee講師も参加しますので、講師からコメントをもらえることも…！？
また、コンテストで応募いただいた全楽曲をCDにし、教室に置いております。

教室のBGMや教室に置いてあるCDは全て生徒さんのオリジナル楽曲です

教室で流れているBGMやチャイムは、全てDeeの会員様が作られたオリジナル楽曲です！
ぜひ皆さんのオリジナル楽曲もBGMにしてみませんか？
また、教室で販売しているCDも生徒さんのオリジナルです。
気になるCDがあれば、ぜひお気軽に試聴してみてくださいね！

ソフマップクリエイターズランドで３％の割引が受けられます

大阪難波ソフマップクリエイターズランドにて音楽関連商品を含む30,000円以上の商品を
購入頂いた方は会計のさいにDee会員カードを提示していただくと合計金額から3%引きの
割引が適用されます。

データコンテスト2010

V O C A L O I D
楽 曲 コ ン テ スト
V O C A L O I D
楽 曲 コ ン テ スト

応募曲集



Dee入会からレッスン開始について

通常、2週間に1回が習得ペースとして最適です。

ご希望により月1回から、4回5回とお取りいただく事もできたり、1回のレッスンで2時間3時間まとめての予約も可能です。

月ごとに回数を変えていただくことも出来ますので、ぜひご相談ください。

レッスンの回数、時間数は自由です

レッスンをお休みされる場合は受付までお申し出ください。

休会届けという書類にご記入いただきます。休会の手続きはそれで完了です。

休会料などの料金は一切かかりませんし、休会中も会員特典は全て有効です。

＊その他詳しいご説明は初回レッスンのさいに会員規約をご説明させていただくようになっております。

　ご希望の場合は入会前にもご説明させていただけますので、お申し出ください。

休会について

レッスンがスタートしましたら後は先生とのやりとりが中心となります。

ソフトの使い方、作編曲の仕方など様々な事を習得してください。

生徒さんのやりたいこと優先のレッスンになりますが、最初にお聞きした目標に向けて生徒さんにとってやりやすい方法

で先生がカリキュラムを組みレッスンを実施していくようになります。

レッスンの期間は生徒さんによって様々です。

数ヶ月の方から4年5年と習われる方もいらっしゃいます。納得のいくまでレッスンを受講してください。

通常レッスンスタート！

先生の来ている曜日、お取りできる時間帯でレッスンをお取りいたします

体験レッスン後に引き続きレッスンを受講される場合は次回レッスン日をお決めいたします。

基本的に、同じ先生でのレッスン受講となりますが、やりたい事やソフトの変更・日程が合わない場合などは

先生を変更して受講して頂くことも可能です。お気軽にご相談ください。



■ Finale 日本語版

■ Max/MSP

Propellerhead 商品

■ Reason 6.5 Academic

■ ReCycle Academic

■取扱店

ｿﾌﾏｯﾌﾟなんばｻﾞｳﾙｽ2ﾊｰﾄﾞ4FCREATORSLAND
大阪市浪速区日本橋 3-6-25
TEL:06-6634-0071

株式会社インターネット商品

■ Singer Song Writer 10 Professional 

■ Singer Song Writer 10 Standard

■ Singer Song Writer Lite 8 for Windows

■取扱店

コンピューターミュージッククラブ Dee
でご購入いただけます

株式会社エムアイセブンジャパン商品

■ Max 6

■取扱店

ソフマップなんばザウルス 2ハード 4F CREATORSLAND
大阪市浪速区日本橋 3-6-25　TEL:06-6634-0071

ヤマハ心斎橋店
大阪市中央区心斎橋筋 2丁目 8番 5号
TEL:06-6211-8338

ローランド株式会社商品

■ SONAR X2 PRODUCER アカデミック版

■ SONAR X2 STUDIO アカデミック版

■ SONAR X2 ESSENTIAL アカデミック版

■取扱店

ソフマップなんばザウルス 2ハード 4F CREATORSLAND
大阪市浪速区日本橋 3-6-25　TEL:06-6634-0071

MUSICLAND KEY 心斎橋店
大阪市中央区西心斎橋 1-6-32-2F　TEL:06-6282-6366

アカデミック版対象商品一例



スクール生ってどんな人？
コンピューターミュージッククラブDeeに、現在通っている生徒さん達の声を聞いてみました！

Deeは雰囲気はアットホームだけど、
レッスンはとても集中力がいります！
同じ志を持つ人が集まって、刺激にな
るし、知りたいことが学べます。

Deeは気軽に通える所です。なかなか
DTMをしている知人がいなかったの
で知り合いができて良かったです！

生徒のレベルに合わせて教えてもら
えるので、気兼ねなく通えます。
MIDIの知識が広がりました、
マンスリーセミナーも楽しいですよ！

Deeはいろんな本や最新機器が揃っ
ていて、音の空間です。
DTMは独学だと莫大な時間がかかり
ますが、僕はずいぶん早くにコツが分
かりました！Dee様々です！

Deeでは気軽に音楽に触れるこ
とができます。
全く楽器演奏ができなかったの
に、できるようになりました！

生徒さんの立場に立って色 し々て
下さいます。お茶やコーヒー、飴の
サービスが嬉しいです！

やる気があれば、1年で十分
プロレベルに近付けました！

どんな人が通っているの？ 
17歳～ 80歳と幅広い年齢層の方が通っていらっしゃいます。
実際に音楽業界で働く方や将来音楽の仕事を目指す方、趣味の曲作りのためなど様々な方が通われております。



機械にとことん弱い私ですが、何とか自分のCD
を作れるまで指導していただき、嬉しいです！

Deeはどんな要望にも答えてくれ、
確実に曲が作れるようになります！

自分がやりたいジャンルの音楽に対して、必ず要
求に応えてくれるレッスンをしていただけます。音
楽のプロフェッショナルが沢山集まっているので、
刺激がいっぱいです。

Deeはとても楽しく音楽を学べる所です。Deeに通った最
大の成果は、DTMができるようになった事！また、自分だ
けでは歌ったり、演奏したりしないような曲にもチャレンジ
できました！ピアノも少しできるようになったかな？

Deeは単にDTMの勉強だけでなく、先生と生徒、生徒同士な
どのコミュニケーションができる、明るい雰囲気の教室です。
Deeに通って、オーディオデータの使い方がよく分かるように
なり、CDをマスタリングして発売できるまでになりました！今後
はもっと頑張ってグレードアップをはかります！

Deeはホッと一息できる所です。
レッスンで疑問がどんどん解決できて、知らな
い事をいろいろ教えてもらえて良かったです。

Deeは明るくアットホームという言
葉がぴったりで、気がついたら数年
お世話になっています♪

Deeは従来の専門学校と違って、MIDIシステ
ムが根本的に理解でき、気がついたらソフト
をバリバリ使いこなせるよになっていました！


