
リトピュア加盟教室開業講座

個別無料相談会





現在 ⇒ 未来

解決する

困っていること、お悩み

進化する

希望を叶える、飛躍する



大好きな“音楽”と“子ども”に
関わる仕事で

今よりもっと素敵な
ライフワークを見つけて生きていく



そのために

乳幼児教育のプロとして
自信を持った指導者になり

開業できるスクール



特徴

《乳幼児教育×リトミック×エンタテイメント》

テーマパーク型 親子を育む習い事

心をつかむ音楽、リズム



■ ピアノが弾けない ⇒ OK

必要ない
・子どもに集中できない
・リズム感を引出せない



リトピュアノンストップ音源がある

・子どもの行動心理が計算された
40分カリキュラム

・リズム感あふれる
テーマパーク的な音楽空間がある

・子どもに集中して
見逃さない言葉がけができる



お客様対応に専念する

意識は子ども、ママパパへ



■ 教職、保育の資格や経験ない ⇒ OK

それらの受講過程では得られない

短期で習得できる



６ヵ月の学びで、

乳幼児教育のプロが生み出す
カリキュラム、音楽を、

使いこなせる力を身につける



教室経営 ３つのポイント

１．商品力⇒カリキュラム、音楽

２．サービス力⇒心づかいの伝達

３．販売促進、集客⇒発信力



指導者 ３つのポイント

１．心をつかむレッスン指導力

２．言葉がけ、親御さんへの対応力

３．他者からの憧れ、信頼





リトピュア式 3つの学び方

１．教室レッスン
http://rito-pure.com/lesson/classroom

ノンストップ40分
リトミックを使った音楽カリキュラム



リトピュア式 3つの学び方

２．Zoomレッスン
http://rito-pure.com/zoom/

１の教室と同じレッスンを
オンラインZoomで行うレッスン



リトピュア式 3つの学び方

３．親子で学ぶ通信講座
http://rito-pure.com/ouchi/

月2回
動画Roomを送る



対象：生後2ヵ月から3歳未就園児の親子様
6歳まで可能

1レッスン料: 2,000円～
※通信講座併用は＋1,000円
（入会月は本部負担でプレゼント）

月レッスン回数：2回または3回

入会金：3,500円

教具セット：6,500円（入会時のみ）

教室 全国統一



リトピュア教具セット

リトピュアキャラクター
http://rito-pure.com/lesson/character



加盟教室開業スクール

オンラインスクール6ヵ月
（最⾧12ヵ月可能）



授業内容
■動画学習

《動画内容》
１．40分カリキュラムの要素（ベビー、リトルキッズ 2種類カリキュラム）

・レッスンはじまりの歌
・おへんじの歌
・手あそび
・合奏
・ダンス
・フラッシュカード
・絵本「お話リトミック」
・音階あそび
・コミュニケーションあそび

※『絶対音感・絶対拍・絶対感性』に基づいた項目の実技、
その前後の親子への言葉がけ、動き、先生の所作などの解説付き学習動画

２．販促、集客の要素
・教室ブログ（文章、写真）
・入会フォロー（事前、レッスン中、レッスン後）

・リズムステップ 6種類
・お絵描きリトミック
・ボール、パラバルーン
・教具の出し入れの仕方
・隊形づくり
・締めの時間の話し方
・親子さん対応の仕方 等 《合計50動画》

＋



ステップ１ 通信講座 動画学習

課題に沿って、動画を観て
自己学習を進めてください。

指定の実技の自撮り動画を
提出していただきます。

修正点等メールフォローします。

A:レッスン実技
マスター

B:自撮り動画
添削指導

C:生徒集客

各種カリキュラム
レクチャー動画

約50動画

フィードバック調整
約5動画

質問メールコンサル
無制限



ステップ２ Zoom研修

ステップ１通信講座の全過程を終了後
ステップ２ Zoom研修に進みます。

全６回 90分/回

毎月の発表されている日程の中で受けてください。
６ヵ月以内の修了を目指しましょう。
（最大12ヵ月まで延⾧可能）

主な内容

・ノンストップミニレッスン、動画学習実技確認
・親御さん対応、言葉がけ
・生徒集客関連、ブログ、SNS



ステップ３ 資格試験

ステップ１、ステップ２で学習した
ノンストップレッスンを実演する。

レッスン、教室経営の総合力の習得を確認し
卒業となる。



教室スタート後
【月カリキュラム（0歳～年齢別6種類）】

・講師専用指導法動画Room視聴

・ノンストップ40分音源CD（年齢別6枚）

・学習テキストメール配信
（言葉がけポイント、親御さんへの伝え方例など）

・プリント教材

・ペープサート原稿（作成マニュアル付）

・メール質問相談 無制限コンサル

・研修会（オンラインZoom）
定例研修会（年2回）・他随時研修会（年3回位）

・加盟講師通信（週１～２回）

・新規教室立上げフォロー
（体験カリキュラムCD、動画、教具貸出無料）



・フライヤー

・教室ブログ



カリキュラム
リトピュア教室と個人経営の比較

リトピュア 個人経営

カリキュラム

音楽

対応
場所

・作成する時間が必要
教本や楽譜の入手が必要。
カリキュラム、教材作成の時間
に追われる

・２人体制レッスン
ピアノ伴奏や補助の人件費が必要。
流れるレッスン作りが 困難

・時間の使い方
生徒フォロー、新規集客の時間の
余裕がなくなる

ピアノを弾きながらか伴奏者を
準備。リズム感に欠ける。
行動心理を誘導しにくい。

ピアノを弾いていると、子どもの
近くにいき言葉がけできない。
「できた」を見逃してしまう。

ピアノがある場所など
限定される

・作成する時間が必要ない
「楽しいと成果」が実証されて
いるカリキュラムが毎月、年齢別
に提供される

・１人体制の安心レッスン
ノンストップCDで１人で行う
空き時間に自宅で動画で予習

・時間の使い方
予習、生徒フォロー ブログSNS
など新規集客の時間確保できる

リズム感いっぱいのエンタテイメ
ント性あふれる、子どもを引きつ
ける音楽空間がある。

子どもの近くに行ける
タイムリーな言葉がけができる

CDデッキがあればできる。
使用できる会場の幅が広がる



販促、集客活動
リトピュア教室と個人教室の比較

リトピュア 個人教室

差別化

サイト
作成

コンテンツ
利用

・差別化しにくい
リトミック、ベビー講座など
教室は多く区別しにくい

・信頼
地域での認知、信頼に時間
がかかる

・教室サイトを
作成する必要がある
自分で集客に効果的なデザイン
や構成を考えて作成する
時間と費用がかかる

・独自の販促コンテンツ作成
発案、作成に
時間と費用がかかる

・差別化しやすい
テーマパーク型の親が楽しい
親子教室としての認知

・信頼
リトピュア公式サイトに、
１教室として情報、写真などが
掲載される

・リトピュア公式サイト
加盟教室公式ブログ
カスタマイズされた
専用教室ブログが提供される
公式感、デザイン性がある

・リトピュア販促コンテンツ
企画を利用できる
YouTube、LINE友だち追加特典、
体験者プレゼント、入会プレゼン
ト、キャンペーンetc



リトピュア式で教室開業する

１．本当に使える生きたスキルを最短ルートで身につけて

２．乳幼児教育のプロとして開業し

３．乳幼児の柔らかい脳のうちに集中力、感受性、表現力、
絶対音感を育み

４．地域の生徒さんや親御さんが楽しく通う
リトミックを使った乳幼児教室を経営

５．自分らしく働き、社会に貢献する喜びを味わえる

そんな未来をつくるための講座です。



■ 受講開始時

《入会金》なし
《受講料》300,000円（税別）

費用

・受講期間6ヵ月（最⾧12ヵ月まで可能）
・オンライン動画にて学習（50動画）
・自撮り動画による個別添削指導あり
・Zoomによるリアル研修 90分×6回
・本部レッスン見学参加（目黒校、本部Zoomレッスン）
・メール質問無制限
・資格試験（1回）



■ 合格契約時

《加盟料》100,000円（税別）
リトピュアブランド、販促品などの使用
公式サイト、公式教室ブログ、フライヤー
カリキュラム、体験・入会プレゼントなど

・公式サイト 教室掲載、受付フォーム
・公式教室ブログ カスタマイズ後提供
（設定、地図、写真入りアクセス記事、教室詳細、プロフィール）

・体験レッスン用 カリキュラム
（ノンストップカリキュラム音源CD、指導動画、教具セット10セット）

・体験者配布資料テンプレート（会則、アンケート）
・体験者プレゼント（公式動画）
・販促入会プレゼント（親子通信講座1ヵ月無料）



【 特典 】
・教室会場設定、体験者入会対応など無制限コンサル
・教室開設準備、教室開講までフォロー

【 使用】
・リトピュア公式LINE
・無料メルマガ
・リトピュアYouTube公式チャンネル
・LINE公式スタンププレゼントなど

リトピュアブランドを共有し生徒集客促進



《教具、教材 》
46,620円（税込）

・先生用教具セット 無料プレゼント

・体験者貸出用教具セット 3セット 17,550円

・レッスン講師教具 フラッシュカードセット 8,000円

パラバルーン 1,220円

レッスンシール 850円

・講師ユニフォーム（上下）19,000円



《月謝からの分配》

加盟講師 100％

本部 0％

開業後 ロイヤリティー無し

・月カリキュラム音源 CD（6種類） 使用できる
・月カリキュラム指導用学習動画40動画 使用できる
・リトピュアブランド、各種集客に伴う販促企画 使用できる
・無制限コンサル 受けられる



1年目：30,000円

2年目：50,000円

開業後 月会費



支払方法-1

項目 時期 金額・支払方法

受講料

準備品代

受講時

合格時

合格時

330,000円（税込）

110,000円（税込）

46,620円（税込）

１．一括-振込
330,000円（税込）

２．一括-クレジット
343,200円（税込）

３．分割-PayPal（6回）
349,800円（税込）
58,300円/月（税込）

・振込一括

・振込一括

加盟料

項目 時期 金額・支払方法



2月27日

支払方法-2

項目 時期 金額・支払方法

月会費

年会費

27日 初年度
33,000円（税込）

年度一括
13,200円（税込）

・初回2ヵ月は一括振込
次月からは引落

・初年度はスタート時込
次年度から引落



ビジネスモデル



～地域で愛され継続できる教室のシステム化を叶える～

・早いうちから(低年齢)地域の子ども達を獲得したい

・⾧い期間(固定のお客様)定着させたい

・伸びる生徒を集めたい

・教室のキャッシュポイントを増やしたい

・子どもの得意を伸ばしてあげたい

・子育て中のママパパを応援したい

地域密着型教室の繁栄




