
 
Thoth Music Academy Presents Special Program produced by Hideki Matsutake 

松武秀樹直伝 松武塾 

第一期 塾生  募集要項 

 
この度、トート音楽院では、日本のシンセサイザー・プログラマーの最高権威、松武秀樹氏を 迎えて 「松武塾」を開講いたしま

す。当音楽院としては、松武秀樹氏による少人数制の特別クラスを開講し、単にシンセサイザーの演奏家やマニュピレーターの

育成に留まらず、才能ある音楽家の育成に大きく寄与することを祈願するものであります。 

塾の会場は交通アクセスのよいトート音楽院渋谷校とし、9 月～11 月の土曜日を中心に 6 回の分割開催で行うため、学業・お仕

事との日程調整上も大変参加しやすいものといたします。また、セミナーの最後には塾で学んだ成果を披露し合う修了コンサート

も予定しております。 

なお優秀な成績を収められた塾生には、松武秀樹氏アレンジによるプロ・ミュージシャンとの共演などの機会が与えられます。デ

ジタル機器を駆使して、新たな音楽創作活動を目指す方など、一層の技量向上をとお考えの皆様は、是非“松武塾”の門をくぐ

られることをご提案申し上げます。 

 

 

                                                                              
塾長 

「シンセサイザーは未知なる音やイマジネーションの世界の音を自分自身で創作できる楽器なのです。すなわち決めら

れた音はありません。世界にひとつしかない音を創ってみませんか？ みなさんとコミュニケーションしながら授業が

できると思います。」                                                             ──松武塾塾長 松武秀樹──  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松武秀樹 （まつたけひでき） 

1951 年生まれ。神奈川県出身。 

1970 年の大阪万博で｢スイッチド・オン・バッハ｣を聴き、新しい

フィールドに大いなる興味と関心を抱く。20 歳から冨田勲氏の

アシスタントとして、当時日本には数台しかなかった“モーグ・

シンセサイザー”による音楽制作スタッフを経験。 

独立後、1978 年、矢野顕子のアルバム『トキメキ』のニューヨー

ク・レコーディングにおいてデジタル・シーケンサーを使用。坂

本龍一のソロ第 1 作『千のナイフ』 への参加をきっかけに、

1978 年～1982 年にかけて、シンセサイザープログラマーとし

て YMO 作品に参加し、数々の伝説的なレコーディングを経

験。1981 年には自身のユニットである LOGIC SYSTEM を結成

し、現在までに 15 枚のアルバムを発表。 

2011 年に入り、『RMXLOGIX (with special tracks)』のリリース

に合わせて、エレクトロニック・ミュージックにフォーカスを当て

た新レーベル＜MOTION±(モーション・プラス/マイナス)＞を

始動させた。2012 年 5 月には第 2 弾、『RMXLOGIX Vol.2 

(with SPECIAL TRACKS)』をリリース。 

 

 
募集対象 

・デジタル機器を駆使した音楽制作者を目指す方 

・DAW やシーケンサーを使って音楽制作の経験のある方 

・原則として決められた日程全てを受講可能な方 

・定員： 20 名 （最少催行人員 12 名とし、募集期間に人数が満たない場合は再募集となります） 

※参加申込多数の場合は、書類選考させていただく場合があります。あらかじめご了承願います。 

 

 



 

 
使用機材 

・ローランド社シンセサイザー GAIA SH-01 （参加者全員に各 1 台）※ご持参もしくはレンタルをご利用ください。 

・DAW もしくはシーケンスソフト等のアプリケーションをインストール済みのノート PC をご持参ください。 

（PC は Windows、Apple 等メーカーは問いません。但し MIDI OUT の機能が搭載されていること） 

・必要に応じてノート PC とシンセサイザーを接続するためのインターフェース(USB ケーブル等)もご持参ください。 

 

 

 
日程 

第 1 回 9 月 28 日（土） 18:30～19:00 開講式 / オリエンテーション 

    19:00～21:00 レッスン① 「シンセサイザー概論」 

第 2 回 10 月 5 日（土） 19:00～21:00 レッスン② 「シンセサイザーによる音創りの心得えと基礎」 

第 3 回 10 月 26 日（土） 19:00～21:00 レッスン③ 「シンセサイザーによる音創りの応用、実践」 

第 4 回 11 月 9 日（土） 19:00～21:00 レッスン④ 「シンセサイザーによる音創りの極意と裏技」 

第 5 回 11 月 21 日（木） 19:00～ レッスン⑤ 「校外実習 ～プロの現場から学ぶ～」 

第 6 回 11 月 30 日（土） 13:00～ ゲネプロ 

  15:00～ 修了コンサート   於：トート音楽院セシャトホール  

  18:00～20:00 壮行会/閉講式   於：トート音楽院ホルスホール 

※修了コンサート直前にリハーサルを実施いたします。 
 

 

 

トート音楽院  渋谷 

〒150-0002 

東京都渋谷区渋谷 2-22-8 名取ビル 8 階  

TEL 03-3407-4100  FAX 03-3486-8265 

＜交通機関＞ 

     JR 渋谷駅より東口徒歩 5 分。東京メトロ各線より徒歩 2 分。 

     

 

 

 

 

会場 

  

 

 

 
講義内容 

テーマ： 「ワクワクさせる音楽の創造」 

使用機材：Roland Synthesizer GAIA SH-01 

─シンセサイザーによる“音創り”の極意を学ぶ─ 

 
・新しい感性と創造性を持ったシンセサイザー・プログラマーの育成

・「人間を感動させる音創り」（芸術性）の育成 

・サウンド・プロデューサーとしての能力の育成 

 

 

 

 

 

 



 

 

得られる資格 

・松武塾 第一期生修了証 

・JSPA （日本シンセサイザー・プログラマー協会） 準会員資格 および 会員証 

・成績優秀者については、松武塾長のアレンジによるプロ・ミュージシャンとのセッション等の機会が与えられる予定です。 

 

 
受講料 

受講料   （塾生・全日参加） １名あたり 42,000 円 （税込） 

聴講料   （聴講・1 日毎） １名あたり 2,100 円 （税込） 

・参加費には、会場費、設備使用料を含みます。  

・受講に関連して発生する費用（交通費・宿泊費・食事代など）は、参加者ご自身の負担となります。  

・交通機関、宿泊先の手配・斡旋などはおこなっておりません。 

・各自 GAIA および PC 等のシーケンサーをご持参ください。またＧＡＩＡについてはレンタル機（限定 10 台・有料）をご用意します。 

・聴講生は、楽器の貸与は有りません。また PC 等の持ち込みも不要です。聴講料は当日、受付にてお支払いください。 

ＧＡＩＡ SH-01 レンタル代  1 台あたり 10,500 円 （税込） 

・レンタル代金は、1 台あたり全期間を通じてご利用いただける料金です。 

・レンタルの場合は、塾での使用のみでお持ち帰りは出来ません。 

・ご購入を希望の場合は、トート音楽院（03-3407-4100）までお問い合わせください。 

 

 
修了コンサート 

 日時： 平成 25 年 11 月 30 日（土） 13:00 より（ゲネプロ開始） 

場所： トート音楽院 渋谷 セシャトホール 

・コンサート部分（本番）のみ一般公開します（入場無料） 

※修了コンサート終了後塾長による講評や相互評価、懇親等を兼ねた壮行会（軽食付き）を実施致します。  

 

 お申込について 

＜お申込方法＞ 

所定の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、トート音楽院渋谷へ FAX/郵送/メール添付もしくは直接ご持参下さい。 

  

 ご不明な点は、トート音楽院 渋谷 松武塾 事務局までお問い合わせください。 

      03-3407-4100 （月～金 10:00～21:30／土日 10:00～19:00／ 祝祭日は休校日） 

 

Webからお申込の方 

        「募集要項」「参加申込書」は、松武塾特設ホームページ(http://matsutakejuku.com)もしくは 

ミュージックエアポート・ホームページ(http://www.music-airport.co.jp）からダウンロードできます。  

＜締切＞ 

2013 年 9 月 22 日（月） トート音楽院 必着 

※応募者多数の場合は選考をさせていただく場合があります。 

※その際は、ご参加をお断りすることもございます。あらかじめご了承願います。 

＜受講料のお支払＞ 

お申込みの日（ご提出日）から 3 日以内(金融機関の 3 営業日)に下記の口座へ所定の金額をお振込みください。 
なお、ご入金の確認を持ってお申込完了とさせて頂きます。 

※GAIAのレンタルご希望の方は、セミナー参加費との合計金額(\52,500)をお振込みください。 

※振込手数料はご負担願います。 

               

三菱東京 UFJ 銀行 渋谷明治通り支店  普通 3120009  トート株式会社

※キャンセルは、9 月 15 日（日）19：00 まで電話/FAX/メールにてご連絡ください。 

9 月 15 日(日)19:00 以降のキャンセルについてはいかなる事情においても参加料金の払い戻しができませんので、 

あらかじめご了承願います。 

  ＜聴講のお申込み＞ 

    「参加申込書」にて、開講日の前日までにお申し込みください。なお聴講料は当日、受付にてお支払いください。 

 

主催：トート音楽院（トート株式会社） 企画：ミュージックエアポート株式会社 協力：ローランド株式会社 0992 
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