
　　 プロの声優アーティストとして活躍する人材の育成を目的として、
2016年10月に開講した“声優アーティストスクール”です。

声で叶えるあなたの夢を全力サポート。

声優になろう！声優になろう！声優になろう！声優になろう！

アニメオーディションのサポートや、声優事務所スワロウをはじめとし、
複数の事務所に所属するチャンスがあります。

また、在学中にアニメオーディションを受けることも、このスクールだからこそ可能です。

多数のアニメやアーティストをプロデュースする
ポニーキャニオンならではの独自カリキュラムと多彩な講師陣で学ぶことをサポートします。



実力派声優による基礎レッスン

声優として息の長い活躍をするために必要な基礎である、発音発
声・滑舌・鼻濁音・無声化や、演技表現などの技術、そして心構えを、
プロとして第一線の現場で活躍する実力派声優から学びます。

音響監督による本格レッスン

人気アニメ作品の音響監督によるレッスンにより、現場で求められ
るスキルを学ぶことができます。実際のアフレコスタジオでのより実
践的なレッスンも行います。

スペシャルプログラム展開

ポニーキャニオンによる実際のアフレコ、レコーディング、イベントな
どの現場を見学、体験するスペシャルなプログラムも用意。夢に向け
ての熱を高めます。

卒業オーディションでアピール

週1回、全48回のレッスンの締めくくりには、１年間の成果を発揮す
るための“卒業オーディション”を開催。アニメ、声優業界のプロ
デューサーへのアピールの場でもあります。

レギュラーコース

基礎から学びたい方に
対応したコース

発声、滑舌などの基礎からアフレコなどの実践まで、
総合的なスキルアップを目的としたカリキュラム。

●１年間　毎週木曜日19時～22時　全48回
●レッスン内容：発声・滑舌・演技基礎・エチュード
　　　　　　　 アフレコ・ボイストレーニング・ダンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
●受講料合計：390,000円（税別）

即戦力になれる人材を
育成するためのコース

※経験者の方のみ募集
音響監督によるアフレコ実習など、
実践中心のカリキュラム
経験豊富なプロの声優講師陣による演技指導
アフレコスタジオでの実習やボイストレーニング

●１年間 毎週金曜日19時～22時 全48回
●レッスン内容：演技・アフレコ（アニメ、洋画）
　　　　　　　 ボイスサンプル・ナレーション、
　　　　　　　 ボイストレーニング　など
●受講料合計：390,000円（税別）

レギュラーコース、エキスパートコースともに1年間の
レッスンの終わりに卒業オーディションを開催します。
多数の声優事務所関係者に演技や歌唱のパフォー
マンスを披露します。この卒業オーディションを経て、
これまでに約1/4の受講生が声優事務所に所属。プ
ロの声優としての活動をスタートしています。

エキスパートコース

本物の教材を使った実践的トレーニング

アーティストとしてのトレーニング

活躍する声優には、歌や舞台、イベントなどの“アーティスト活動”が
必須です。一流の“声優アーティスト”を数多く抱えるポニーキャニオ
ンならではのノウハウを伝授すべく、ボイストレーニング、ダンスレッ
スンをレギュラー実施、表現力を磨きます。

ポニーキャニオンならではのカリキュラムで、あなたの夢をサポートします！

コース紹介

P’s Voice Artist School  入所から 事務所所属までの流れ

カリキュラム

ポニーキャニオンがプロデュースするアニメで使用したアフレコ用
映像、台本を教材として実践的なトレーニングを行います。また、外
画での吹き替えトレーニングも行い、“アフレコ”と“吹き替え”の異な
るスキルを体感できます。

選べる2つのコース

スクール概 要

入
所
審
査

卒業オーディション

事務所所属
※スワロウ・外部事務所

レギュラー
コース

（4月～3月の1年間）

エキスパート
コース

（4月～3月の1年間）



講 師 紹 介

柴本浩行 演技・発音発声
「機動戦士Zガンダム・ZZ」（トーレス）、「エスパー魔
美」（高畑和夫）、「ミュータント・タートルズ」（ラファエ
ロ）などのアニメ、洋画「フェーム」（ブルーノ）、NHK「い
ないいないばぁ」（ハミガキマン）、「科学大好き土曜
塾」（NA）他、幼児教育の歌唱、舞台の振付なども。

陶山章央 演技・発音発声
「ちびまる子ちゃん」(山根強)、「おじゃる丸」（父上）、
「サクラ大戦」(大神一郎)、「きらりん☆レボリューショ
ン」（風真宙人）などのアニメのほか、テレビ番組「真夜
中のプリンス」ナレーション、外国映画の吹き替えや、
舞台などでも活躍。

沢口かなみ ダンス
ダンサー、振付師、ダンスレッスン講師として活動。内
田真礼、SHOW BY ROCK!!、Doll☆Elements、Ange☆
Reveなどアイドル、声優、アニメユニットと数多くの振
付を担当。

田中真弓
「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」（ルフィ）、「ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＬＬ」
（クリリン）、「忍たま乱太郎」（きり丸）、「天空の城ラピ
ュタ」（パズー）、「銀河鉄道の夜」（ジョバンニ）など数
多くのアニメーション作品や、ＴＶナレーション、舞台
で活躍。

井上喜久子
「ああっ女神さまっ」（ベルダンディー）、「キャプテン翼」
（大空翼・少年時代）、「おねがい☆ティーチャ－」（風見
みずほ）、「奥さまは魔法少女」（浅羽嬉子／アニエス・
ベル）など数多くのアニメーション作品や、洋画吹き替
えなどで活躍。

高桑 一
音響監督で吹き替えや、TVアニメを多く手掛ける。「最遊記」「キングダム」
「ダイヤのA」シリーズ「狼と香辛料」「ベイビーステップ」など

えのもとたかひろえのもとたかひろ
音響監督で数多くのアニメを手がける。「半分の月がのぼる空」「俺、ツインテー
ルになります。」「曇天に笑う」「ぷちます! -プチプチ・アイドルマスター」など

亀山俊樹
音響監督。株式会社グルーヴ代表取締役。音響監督として、数々のアニメを手が
ける。翻訳や執筆活動など幅広く活躍している。「ひだまりスケッチ」「さよなら絶
望先生」「魔法少女リリカルなのは」「艦隊これくしょん -艦これ-」「3月のライオ
ン」など

杉本智孝
第18回世界歌謡祭(武道館)日本代表。ロンドン・ウエ
ストエンド・ミュージカル｢スターライトエクスプレス｣主
役。ヤマハ・ゴスペル☆スギモト・クワイア 指揮・指導を
はじめ、スギモト☆ファミリーとしての活動など、日本の
音楽界で幅広く活躍。

安原 潔 ボイストレーニング・ボーカル
ボイスコーチとしてのキャリアは34年。メーザーハウス
などの専門学校の講師以降、voice studioEEA立ち上
げる。活躍中のシンガー、アーティスト、声優、俳優など
のボイスコーチとして活動。レーコーディングやステー
ジでのボーカルアドバイザーとして活動中。

渕崎ゆり子 演技・発音発声
「サクラ大戦」（李紅蘭）、「少女革命ウテナ」（姫宮アン
シー）、「おじゃる丸」（カズマ）、「爆走兄弟レッツ&
ゴー」（星馬烈）などのアニメ、「ハワイファイブオー」
（アビー）などの洋画のほか、ナレーションなどで活躍。

特別講師特別講師

キートン山田
俳優、ナレーター、声優として幅広く活躍。代表作には
「サイボーグ００９」（００４役）、「ゲッターロボ」（神 
隼人役）、「一休さん」（足利 義満役）などがあげられ
るほか、「ちびまる子ちゃん」のナレーターとしても広く知
られている。

レギュラー講師



『消滅都市2』

SPR5 ユア 役

『ラピスリライツ』

アシュレイ 役
『ウマ娘 プリティーダービー』

キングヘイロー 役

第
２
期 

卒
業
生

『カブキブ！』 第５話

加賀屋 役

入 所 情 報・受 講 生 実 績

卒業生実績卒業生実績

『怪獣娘～ウルトラ怪獣擬人化計画～２』

マガバッサー 役

『RELEASE THE SPYCE』

主人公：源モモ 役
『ラピスリライツ』

主人公：ティアラ 役

第
１
期 

卒
業
生

すべて在学中に出演を獲得した実績です！

レギュラーコース

18名入所 ●男性4名 女性14名
1/2が初心者

※その他の方は養成所、専門学校、劇団などでの演技経験あり。

19名入所 ●男性3名 女性16名
全員経験者

※養成所、専門学校、劇団などでの演技経験あり。

エキスパートコース

第 7 期生 (2 02 0 年 4 月～ ) 入所情報

▶LINE LIVE「えぐちゅんしょっぴんぐ」MC
▶「みもパ！」MC
▶ゲーム「結城友奈は勇者である。」
▶三森すずこ 7th SG発売記念イベント「Jingle Child Mov.7」
　≪東京・大阪・名古屋会場≫司会
▶秋田書店、双葉社コミックス発売WEB CM

▶TVアニメ「少女☆歌劇レヴュースタァライト」
▶ドラマCD「楠芽吹は勇者である」
▶ゲーム「結城友奈は勇者である。」
▶三森すずこ 7th SG発売記念イベント「Jingle Child Mov.7」
　≪東京会場≫MC

▶TVアニメ「セイレン」第6話
▶ドラマCD「セイレン」
▶TVアニメ「異世界はスマートフォンとともに。」第12話
▶TVアニメ「結城友奈は勇者である-勇者の章-」

▶アプリゲーム「Q&Qアンサーズ」
▶アプリゲーム「結城友奈は勇者である 花結いのきらめき」
▶イベント『Anime Japan 2017』「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」
▶TVアニメ「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」第４話
▶『ゲームの電撃 感謝祭 2017＆ 電撃文庫 春の祭典 2017＆電撃コミック祭2016』
　「結城友奈は勇者である」シリーズステージ
▶Anime Japan 2016「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」ステージ
▶劇場版「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」舞台挨拶

▶TVアニメ「恋と嘘」第6話
▶TVアニメ「天使の３P」第3，4話
▶TVアニメ「潔癖男！青山くん」第1～4,6,7,9,11話
▶ボイスドラマ「帰ってきた元勇者」
▶WEB番組「つるの剛士のエレクトーンチャレンジ！」ナレーション
▶アプリゲーム「結城友奈は勇者である 花結いのきらめき」
▶映画「結城友奈は勇者である」舞台挨拶司会
©SORASAKI.F　©2017KLab Games/KADOKAWA

©円谷プロ　©「怪獣娘2（ウルトラ怪獣擬人化計画）」製作委員会

©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.　©榎田ユウリ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／カブキブ推進委員会

©Cygames,Inc.　 ©2017KLab Games/KADOKAWA

©Wright Flyer Studios/消滅都市製作委員会

安齋由香里
主な出演作品
▶TVアニメ『RELEASE THE SPYCE』
　主人公：源モモ役 
▶TVアニメ『Lapis Re:LiGHTs』
　メインキャラクター：ティアラ役 
▶TVアニメ『デュエル・マスターズ』 
▶アプリゲーム『CUE！』(夜峰美晴) 
▶メディアミックスプロジェクト 
　『温泉むすめ』(尖石内湾) 　ほか

寺田晴名
主な出演作品
▶TVアニメ『怪獣娘～ウルトラ怪獣擬人
　化計画～２』マガバッサー役 
▶TVアニメ『SHOW BY ROCK!! 
　ましゅまいれっしゅ!!』(ミューモン) 
▶TVアニメ『八十亀ちゃんかんさつにっき
　２さつめ』(リカちゃん先生) 
▶外画『ビッグ・ショーのファミリーショー』
　(マンディ)　
　『刑事ルーサー』 　ほか

松岡侑李
主な出演作品
▶TVアニメ 『カブキブ！』（加賀屋 ）
▶プロジェクト『ReFlap』（鷹宮陽向）
▶アプリゲーム
　『ブラウンダスト』(マクスウェル) 
▶アプリゲーム 『武器よさらば』(マルファ) 
▶アプリゲーム 『Q&Qアンサーズ』(セト)
 　ほか

佐伯伊織
主な出演作品
▶TVアニメ 『安達としまむら』(ヤシロ) 
▶TVアニメ 『りばあす』(春日井梢) 
▶TVアニメ 『ネコぱら』(バニラ) 
▶TVアニメ 『俺を好きなのはお前だけかよ』
　(たんぽぽ) 
▶TVアニメ 『八月のシンデレラナイン』　
　(倉敷舞子) 
　ほか

園山ひかり
主な出演作品
▶TVアニメ 『消滅都市2』（SPR5 ユア） 
▶TVアニメ 『BanG Dream！2nd Season』 
▶TVアニメ 『臨死!!江古田ちゃん』
　(スーパーバイザーUさん) 
▶TVアニメ『Z/X Code reunion』
　(秋保雫) 
▶TVアニメ『Caligula-カリギュラ-』　　
　ほか



受 講 生 実 績

卒業生実績卒業生実績

開講からの卒業生約160名のうち合計 43名が事務所へ所属！
約1/4が所属できているのも、P’s Voice Artist Schoolの強み！

活動実績活動実績

①現場経験の場が多い !!

②オーディションが多い !!
スクール在籍中から仕事を掴むチャンスが!
アプリ・アニメ等のオーディションが1年間で20件以上も!

③コンテンツとの距離が近い !

在学中の声優デビューが可能に！

ポニーキャニオンは様々なコンテンツ製作を行っているため、
仕事につながるチャンスが身近に！

当スクールでは、多数のチャンスを受講生の皆様に提供し、

声優としての仕事をつかんでいただくことはもちろん、

様 な々現場体験を通じ、“現場慣れ”していただくことを重視しています。

オーディションなどで本来の力を出し切ることができるかどうか、

それは“現場慣れ”しているかどうかが大きな要因となるからです。

(2018年4月～2019年3月）

(2018年4月～2019年3月）

(2019年3月～2019年9月）

WEBラジオ「木村昴・木戸衣吹
えっ、好き勝手やっても怒られないんですか!?」

オーイシ×加藤
「ピザラジ夏祭り!!!」

少女☆歌劇レヴュースタァライト
「オーケストラライブ”Starry Konzert”」

オーイシマサヨシ
「楽園都市」リリース記念イベント前説

  下野紘4thシングル
「Soul Flag」MV出演

影アナ

オーディション風景

ライブ
イベント司会

12公演!!
ライブ

イベント見学

6公演!!
Webラジオ
出演
9回!!

ライブ
イベント影アナ

36公演!!



募 集 要 項

レギュラーコース エキスパートコース

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、会場でのレッスン参加が難しい方には
オンラインでのレッスン参加もご用意しております。

（但し、ダンスレッスンやアフレコ実習など、オンラインでのご参加が難しいカリキュラムに関しては、レッスン見学になります）
また、会場審査に関しましても、オンラインでの開催も検討致しております。

オンラインでのご参加をお考えの方は、お申込み前に、当事務局までお申し出ください。詳しいご案内をさせていただきます。

入所資格 中学１年生以上
※未成年の方は、必ず保護者様の同意が必要になります。
受講期間 2021年4月～2022年3月　全48回
受講開始日 2021年4月8日（木）
受講曜日 毎週木曜日19時～22時
受講場所 ポニーキャニオン本社、
 もしくは外部アフレコスタジオ
入所料 100,000円（税別）
受講料 240,000円（税別）
特別講義料・スタジオ使用料  50,000円（税別）
受講料合計 390,000円（税別） ※429,000円(税込)
審査方法 書類審査→会場審査
              （面接・セリフ読み）

申込方法

ホームページより入所申込書をダウンロードいた
だき、必要事項を記入のうえ①もしくは②の方法
でお送りください。

①L判サイズの写真（バストアップ）1枚を貼付して、
　下記送付先までご郵送下さい。
②入所申し込みフォームより、入所申込書・L判サイズ
　の写真（バストアップ）のデータを添付して、
　お送り下さい。

※保護者同意欄ご記入が必要な方でWEB申込の場合、保護者印
押印済申込書本紙を会場審査にお越しの際にお持ち込みください。

送付先 〒106-8487 
 東京都港区六本木一丁目5番17号  
 泉ガーデンANNEX 6階
　 PVAスクール事務局　宛
募集締切 2021年2月15日(月)
会場審査予定日　2021年2月26日(金)
 　　　　　  2月27日(土)
入所審査料 5,000円（税別）
審査結果 2021年3月3日(水)通知

お問い合わせ 
P's Voice Artist School 事務局
〒106-8487 東京都港区六本木一丁目5番17号 
泉ガーデンANNEX 6階
p v a - i n f o 4@ sw a l l o w - p . c om

入所資格 中学１年生以上
※未成年の方は、必ず保護者様の同意が必要になります。
受講期間 2021年4月～2022年3月　全48回
受講開始日 2021年4月9日（金）
受講曜日 毎週金曜日19時～22時
受講場所 ポニーキャニオン本社、
 もしくは外部アフレコスタジオ
入所料 100,000円（税別）
受講料 240,000円（税別）
特別講義料・スタジオ使用料  50,000円（税別）
受講料合計 390,000円（税別） ※429,000円(税込)
審査方法 書類審査→会場審査
              （面接・セリフ読み）

申込方法

ホームページより入所申込書をダウンロードいた
だき、必要事項を記入のうえ①もしくは②の方法
でお送りください。

①L判サイズの写真（バストアップ）1枚を貼付して、
　下記送付先までご郵送下さい。
②入所申し込みフォームより、入所申込書・L判サイズ
　の写真（バストアップ）のデータを添付して、
　お送り下さい。

※保護者同意欄ご記入が必要な方でWEB申込の場合、保護者印
押印済申込書本紙を会場審査にお越しの際にお持ち込みください。

送付先 〒106-8487 
 東京都港区六本木一丁目5番17号  
 泉ガーデンANNEX 6階
　 PVAスクール事務局　宛
募集締切 2021年2月15日(月)
会場審査予定日　2021年2月26日(金)
 　　　　　 2月27日(土)
入所審査料 5,000円（税別）
審査結果 2021年3月3日(水)通知

お問い合わせ
P's Voice Artist School 事務局
〒106-8487 東京都港区六本木一丁目5 番 17 号 
泉ガーデンANNEX 6 階
p v a - i n f o 5@ sw a l l o w - p . c om


