
身体を深く学びたいと思うすべての方へ 
 

身体の動きのしくみから学んで 
実際に動かして自分の身体に気づいていく 
身体の不思議さ、面白さ、素晴らしさに触れ 

自分の身体の使い方を知り 
自分の身体の魅力に気づき 
自分の身体の可能性を実感して 
動くことそれ自体の喜びを知る 

身体の動きを体系的に理解する講座を通して 
自分自身を望む方へ導く身体操作の技術を学びませんか？ 

募集　10/9(金)～11/3(火)　 
スタート  11/28(土) ～

2020 ダイナミックビューティー動作学講座 
Best Body Club 

DBトレーニングマスター講座 
DBトレーナー養成講座



 
3つの講座 

ダイナミックビューティーの動作学講座には 
3つのコースがあります。 

『Best Body Club』 
（オンライン講座　月8本以上の動画配信　期間：1年以上） 
「自分史上最高ボディ」を目指す人のための講座です。 
現在制作しながら運営しているため、具体的な終了時期は未定
ですが、1年以上2年未満を想定しています。 
主に下記の内容を動画とレポートで理論的に学べます。 

・動きの理論・解剖学などの座学 
・身体の使い方の基礎（立ち方・歩き方） 
・セルフケア/矯正/ストレッチ 
・マットピラティス入門/基礎 
・バレエ入門 

『DBトレーニングマスター講座』 
（月2回・全８回の授業・無料補講　期間：4,5ヶ月） 
Best Body Club の内容に加えて、対面でしか指導が難しいエ
クササイズを含め身体づくりに必要なすべての内容を網羅しま
す。受講者全員の身体を触り体感で理解することで、短期間で
レベルアップしていきます。 

『DBトレーニングマスター講座』

『Best Body Club』



 
・Best body Club の主にエクササイズ部門の内容を対面指導 
・マットピラティス初級/アドバンス 
・バレエ入門/基礎/初級 
・テーピング 

『DBトレーナー養成講座』 
（日程は受講者と相談し来年1月以降に決定。期間：8,9ヶ月） 
DBトレーニングマスター講座修了後に実施します。吉永桃子
の18年の研究を元に、トレーナーとして必要な全ての技術を
習得し身体の使い方を熟知したトレーナーを育成します。 
 
・身体の壊れ方 
・施術技術・身体の触り方 
・マットピラティス上級 
・バレエ初級 
・指導技術（プロとしての心構え/レッスンの組み立て方/ 
　アプローチ法/コミュニケーションスキル） 
 

Best Body Club 3期 

 
「対面講座の受講は難しいけれど、身体の動きを理論的にきち
んと学んで自分史上最高ボディを叶える身体づくりをやってみ
たい！」という方にオススメです。※10/30まで受付中 

Best Body Club 3期

『DBトレーナー養成講座』

Best Body Club 3期 



 
国内・海外問わず、20代から60代（男性も！） 
一般の方からバレエやヨガなどの先生、 
セラピストや医療従事者の方まで幅広く学ばれています。 

11/2（土）から3期生の講座がスタートします。 
詳細はこちらのページでご案内しています。 
（クリックするとBest Body Clubの詳細ページに移ります） 
 

DBトレーニングマスター講座 
 

身体をコントロールするスキルを実践で身につける講座です。 
呼吸と動きと筋肉が連動し、しなやかで正しい関節の動きが
できるように指導していきます。 

エクササイズの正しいフォーム指導はもちろん、自分の筋肉や
関節の適切な触り方なども、お一人お一人の身体を実際に触
り、感覚をつかめるよう指導します。 

理論、解剖学、ケア、ストレッチ、ピラティス入門/初級の一
部は、Best Body Club を併用して講座を進めていきます。 
 
上記の項目の詳しい解説は動画とレポートで事前に予習、ま
たは復習し、対面指導ではより実践に時間を割けるようにし

DBトレーニングマスター講座DBトレーニングマスター講座

https://dynamic-beauty.net/bestbodyclub/letter.pdf


ます。 
 
手続きが済み次第、11/2（月）以降からBest Body Club の専
用サイトをご案内し、11/28（土）から始まる対面授業までに
学習していただきたい座学の箇所をお伝えします。またその後
は毎回、対面授業の2週間前に予習範囲をご連絡します。 

●定員 
10名（最低遂行人数3名） 

●場所 
目黒区 

●学習時間 
・自主練習　60時間（予習時間も含む） 
・対面講座　40時間以上（最低遂行人数の場合、30時間） 

●カリキュラム 
〈スクーリング〉詳しい解説の予習と復習 
・理論 
・解剖学 
・身体の使い方の基礎 
・セルフケア/ストレッチ 
・ピラティス入門/初級（一部） 
・バレエ入門 

〈対面授業〉 



・身体の使い方の基礎 
・セルフケア/ストレッチ 
・ピラティス入門/基礎/初級 
・バレエ入門/基礎 
・足のテーピング法入門 

●こんな方にオススメ 
・機能的で美しい身体を手に入れたい人 
・動作についてを深く学びたい人 
・これから身体の勉強を始めたい人 
・既にインストラクター、施術者として活躍している人 
・スキルをブラッシュアップしたい人 
 
●対面授業のスケジュール 
・月2回隔週土曜日に実施 
・12:00～17:00までの中で4時間～5時間 
→人数により使用するスタジオや開始時間が異なるため 
　11/2（月）以降に決定の予定 
・対面授業はすべて収録し、欠席者への共有として 
　また復習として活用していただけます。 
・トレーニングマスター生専用のサイトにまとめます。 
　（半永久的にログイン可） 

第1回目　11/28（土） 
第2回目　12/12（土） 
第3回目　12/26（土） 
第4回目　1/9（土） 



第5回目　1/23 (土） 
第6回目　2/13（土） 
第7回目　2/27（土） 
第８回目　3/13（土） 
 
●補講制度について 
欠席した場合のカバーとして、またエクササイズのさらなる精
度アップを目的として無料で補講を行います。 
 
・第8回目の授業後、3/14（日）以降の日程で、受講者全員の 
　都合に極力合わせて実施します。 
・受講人数により、回数や時間は異なります。 
　（例：受講者が5名の場合、10時間分の補講が可能） 
・さらに受講人数が多い場合、補講の授業以外にもパーソナル 
　レッスンを実施します。 

●修了証 
受講終了後、学習時間をクリアした方全員に 
『DBメソッド・プラクティショナー』の修了証を発行します。 
 

DBトレーナー養成講座 
 
 
プロになるための身体づくりと指導技術の両面を指導します。 
身体づくりにおいては、主にピラティス上級とバレエ初級レ 

DBトレーナー養成講座DBトレーナー養成講座 



ベルのトレーニングを指導します。 
 
指導スキルにおいては、プロとしての心構え、動作解析の知識
と技術、施術や生徒の身体の触り方の技術、テーピング技
術、身体の壊れ方についての知識とそれを改善するためのアプ
ローチ法、レッスンの組み立て方、レッスンの練習、コミュ
ニケーションスキルなど、一人前のトレーナーとして活動する
ための必要なことを全て学びます。 
 
また、すでに何らかの先生でいらっしゃる方の場合、そのス
キルをさらにブラッシュアップするための指導をします。例え
ばバレエの先生の場合、どのように生徒の身体を見て、どのよ
うな改善アプローチをしていけばよいか、などの理解が深ま
り、バレエの視座ではない、骨と筋肉の解像度が上がり、多
面的に生徒の身体を見るスキルを育成します。 

●定員 
5名（最低遂行人数2名） 

●場所 
目黒区 

●学習時間（期間は8～9ヶ月を予定） 
・自主練習　月20時間以上を継続し、最低180時間以上 
・対面講座　80時間～150時間（受講人数により異なる） 
・Best Body Club の授業動画を全て視聴することが望ましい 



●受講条件 
下記の受講が必須です。 
・Best Body Club 
・2020年DBトレーニングマスター講座または、2018年・2019 
　年実践コース 

●こんな方にオススメ 
・インストラクターになりたい人 
・すでにインストラクターとして活動している人 
 
※2018年、2019年の受講者は、プロ志望でない方も数名受講
されました。深く学びたい人も歓迎します。 

●カリキュラム（すべて対面指導） 
・プロに必要な理論・座学 
・道具を使ったピラティス 
・ピラティス上級 
・バレエ中級 
・テーピング技術 
・動作解析 
・施術技術・生徒の身体の触り方 
・指導技術 
・指導の練習 

●スケジュール 
・DBトレーニングマスター講座終了後（2021/3/13）8～９ヶ 



　月で実施。（受講人数により、授業時間は異なります） 
・2021年1月下旬時点で、受講希望者とのスケジュール調整 
　をします。 

●修了証と認定証 
・受講終了後、学習時間をクリアした方全員に 
　『DBメソッド・アドヴァンス』の修了証を発行します。 
・最終試験合格者には『ダイナミックビューティー公認トレー 
　ナー』の認定証を発行します。 
 

費用について 

Best Body Club はこちらの詳細ページをご確認ください。 
※上記ページは、Best Body Clubのみの入会ページです。 
※DBトレーニングマスター講座の受講希望の場合は、上記
ページからは申し込まず、このページ内（下へスクロール）に
ある〈申し込みボタン〉からお申し込みください。 
 
●DBトレーニングマスター講座 
一般価格　302,500円（税込） 
Best Body Club会員価格　247,500円（税込） 

【支払い期日：2020/11/6(金)着金】入金後キャンセル不可 
 

費用について費用について

https://dynamic-beauty.net/bestbodyclub/letter.pdf


※既にBest Body Club会員で継続課金をされている方は10ヶ
月分の課金（5万円）の時点で継続課金を停止します。また、
銀行振込一括払い（6万円支払済）の方は、会員価格 247,500
円からさらに1万円割り引いた金額 237,500円でお振込みいた
だきます。詳しくは、対象の方にメールでご案内します。 

●DBトレーナー養成講座 
990,000円（税込） 

【支払い期日：2021/1/29(金)着金】入金後キャンセル不可 
 
※DBトレーニングマスター講座と合算して支払いを希望の場
合はお申し出ください。 

●教科書の準備について 
どの講座も解剖学の教科書を使用します。 
教科書は別途ご購入ください。 
既にお持ちの方は購入不要です。 

【Best Body Club・DBトレーニングマスター講座】 
『新動きの解剖学』Blandine Calais Germ (科学新聞社)  
6,480円 
 
購入はこちらからできます。 
その他、Amazonや楽天市場などでも購入できます。 
 
【DBトレーナー養成講座】 

https://www.chiro-journal.com/2009/03/23/products/615/


・『目で見る動きの解剖学』Rolf Wirhed（大修館書店）　
2,592円 

購入はこちらからできます。 
その他、Amazonや楽天市場などでも購入できます。 
 
●支払い方法について 
・支払い方法は銀行振込となります。 
・分割ローンの対応も可能です。分割回数に応じて手数料がか 
　かります。10/13（火）～11/6（金）までの期間内で弊社 
　オフィスにて対面契約手続きが必要です。詳しくはお問い合 
　わせください。 

申し込み方法 

『DBトレーニングマスター講座』『DBトレーナー養成講座』
は、下記申込フォームから項目を選択し、必要事項を入力して
ください。 

申し込み方法

DB動作学講座申込フォーム

申し込み方法

https://pro.form-mailer.jp/fms/0e69ac9d208118
https://www.taishukan.co.jp/book/b198272.html


受付終了は、11/3（火）23:59まで 
 
★アンケートのご協力をお願いします 
受講したいけれど日程の調整が難しく申込ができない場合
は、ご要望や希望スケジュールを教えてください。今後の参考
にさせていただきます。（メールはこちらの事務局まで） 
 

期間限定☆応援キャンペーン 

☆キャンペーンその１　 

10/9（金）から10/11（日）までに申込みをし、10/30までに
ご入金をされた方に『シンデレラボール』をプレゼントしま
す！ 

期間限定☆応援キャンペーン期間限定☆応援キャンペーン

mailto:info@dynamic-beauty.net?subject=%E5%AF%BE%E9%9D%A2%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9B%9E%E7%AD%94


☆キャンペーンその２ 
 
DBトレーニングマスター講座の受講者に、ピラティスのエク
ササイズで使用する『オーバーボール』（直径23cm）をプレ
ゼントします。※初回の対面講座でお渡しします。 

 

 

Q&A 

１、運動経験がなく、苦手ですが大丈夫でしょうか？ 
はい、もちろん大丈夫です。運動することに苦手意識がある人
ほど、可能性は未知数です。勇気を出してみてください！私の
元にはそんな勇気ある方が集まってくれます！ 

２、予習ができなかった場合、支障がでますか？ 
対面指導では、『身体で覚える』ことに重きをおいて指導し 

Q&AQ&A



ます。身体で覚えたことを、言語で認識してインプットするの 
が予習/復習の重要な役割です。予習ができなかった場合は、
復習することでカバーできます。がんばりましょう！ 

３、対面講座の日程が全部合わなくて、悲しいです。 
この問題は本当に難しい問題です。。今回の講座は、前回のア
ンケートで最も希望が多かった時間帯で実施しています。日程
の問題で受講を懸念されている方は、ぜひご意見をください！ 

４、お支払いの相談はできますか？ 
はい、私も26歳のころ、ピラティストレーナー養成講座（1年
間・100万円）で、支払いの相談をして受講させていただきま
した。ちなみに、この養成講座を受講するために、京都から東
京へ、本当に無一文で引っ越ししてきました。（話せば長くな
ります）だから、お金の問題だけで夢をあきらめるというの
は、私にとってはあり得ないです。人間はお金の奴隷ではあり
ません。お金はやりたいことをやるために使うべきと思いま
す！昔の私のように、特に若い方はお金問題のハードルが高
いと思いますので、まずは相談してみてください。 

５、私でもプロのトレーナーになれますか？ 
この言葉を言ってしまう方は、正直難しいかもしれません。な
ぜなら、私はそんなことを考えたことがないからです！私があ
なたをプロにするのではなく、あなた自身が「何が何でもレベ
ルの高いプロになってやる！」と思うから、私の指導や言葉が
耳に入り、身体に入り、夢が叶います。私は24歳のころ、「動
きの神様を捨てるくらいなら死んだほうがまし」「次の人生



があるならこの研究の続きをしたい」そういう気持ちが心の
底から湧き、ここまでやってきています。 
 

メッセージ 

私は今37歳で、勉強を始めたのが19歳のころなので、研究歴
が人生の約半分に到達しました。動きの世界を土台にして、私
の好奇心はどんどん広がっていきます。 

私はこれまでの学びを通して、身体の知識や技術以外にも様々
なことを学んできました。一部を挙げると、 

・「見る」ということの面白さ（深く見る/多面的に見る） 
・すべては宇宙の一部であるという驚き（汎神論） 
・ルネ・デカルト的真理（科学）とスピノザ的真理（個別） 
・万物は常に動的平衡であるということ 
 
私の身体に対する好奇心は、このような知識にも広がっていき
ました。一つ一つ説明するとそれぞれ数時間かかってしまいま
すが、ざっくりいうと、『この世界は驚きに満ちている！』と
いうことを実感する瞬間。この瞬間に、私は喜びを感じるので
す。 
 
私としては、「キレイなボディラインになりたい」ということ

メッセージメッセージ



よりも、もっと根底の次元にある「動くことの喜び」に気づ
いてほしいなという思いがあります。 

ビッグバンから宇宙が誕生し、塵が集まり、星になり、太陽系
ができ、地球に生命が育つ環境になり、海の生き物が陸に上
がり、地球の重力や陸上のガスに対して適応する様々な生き物
が次々と生まれていきました。私たちはよくわからないけど、
そんな地球の上に生きています。なぜか、重力に対して適切な
動きをすると、身体は循環するようにできています。 
 
そして、それに優れた身体の持ち主もいれば、不利な身体の持
ち主もいます。それに勝手に優劣をつけているのは人間だけで
あって、地球も神様も、優劣をつけてはいません。 

あなたも私も、ただただ、この身体をもって生まれてきまし
た。自分というこの身体がどのように活用できるのか。そのこ
とを身体の動きの勉強をしながら、考えるのは楽しそうだ！
と思う方は、ぜひ学びにきてください。 
 

ダイナミックビューティー株式会社 
代表取締役　吉永桃子 



 

お問い合わせ 

ダイナミックビューティー株式会社 
事務局まで：info@dynamic-beauty.net 

〒152-0031 
目黒区中根1-11-6 

モデリアブリュット都立大204  
HP：http://dynamic-beauty.net 

会社概要/特定商取引法/キャンセルポリシー 
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