毎日がちょっとしあわせになる女性ホルモン活性化プログラム

Belly SHAPE®
-インストラクター認定トレーニングベリーシェイプは、フィットネスにダンスやその背景の文化や音楽を融合して
うまれた、女性のライフスタイルを輝かせるフィットネスダンスエクササイズ
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【運営会社】株式会社ダイフブリッジ | DIFE BRIDGE INC.
本社 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 第1竹生ビル7F
Tel:045-595-9253 Fax:045-595-9254

ダンスの可能性を
追求した「Belly SHAPE」
女性たちを輝かせる
フィットネスダンス

心を動かす音楽にあわせる女性らしい動きで思わず笑顔になる
ダンスの可能性を

ほどの爽快感と達成感を得られるフィットネスダンスエクササイズ。

追求した「Belly SHAPE」

女性たちを輝かせる
累計受講者数100万人以上。その瞬間に体にもたらされる
フィットネスダンス
骨盤を［締めて ゆるめて 鍛える］“独自の骨盤ムーブメント“
優れた運動効果で美しいボディラインへと変化する女性たちが
次々にうまれます。

累計受講者数

1,000,000
over

導入実績 300店舗以上でライセンスされるベリーシェイプ

Alliance Fitness
導入実績

300 over

オリジナルの振付けと音楽がアップデートするプレコリオは
全国のどこでも最新のプログラムが高い水準で受けられると
独自の世界観と爽快感が多くのユーザーから反響を呼び、
多くのフィットネスへと波及しています。

Belly SHAPEの効果

従来のダンスエクササイズでは難しかった女性特有の体の内面にアプローチ。“骨盤リズムト

レーニング”によって、20代〜70代まで幅広い女性たちの体に嬉しい効果をもたらし、さらに、
心の解放、心身ともに煩わしい不調の緩和へと導きます。

✔ 骨盤調整 ・ 骨盤底筋群の強化

✔ シェイプアップ

✔ 褐色脂肪細胞の燃焼

✔ 心理的ストレスの解消

✔ 基礎代謝アップ

✔ 閉塞感緩和

見た目の変化

内面からの変化

子宮力
アップ

ストレス
解消！

痩せやすい
カラダ

冷えない
カラダ

尿漏れ
改善

締まった
二の腕

くびれた
ウエスト

肩が楽に
上がる

受講者の声

✔ 90％以上が「お腹に効く」と回答
【 モニター体験 】
37歳女性の場合

速攻！
シェイプアップ効果
ベリーダンスのベリーは「お腹」という意味。

下っ腹のコアを意識しながらリズミカルに体を左右、

ウエスト

-7cm

前後に収縮するムーブメントは、ウエストのくびれ等、
即効性の高い部分ヤセが期待できます。

へそまわり

-8 cm

褐色脂肪細胞が集中する肩甲骨付近への集中アプローチ
による効率的な脂肪燃焼で基礎代謝がアップし、
1クラス約40分の有酸素運動で短期多汗を実現。
体感強度以上のシェイプアップ効果が期待でき女性らし

1日15分 1週間のシェイプアップパート実施測定

唯一無二の強み
女性ホルモンの活性化！
世界でもっとも太古から踊られているとさ
れる中東舞踊のベリーダンスは、本来「豊
穣祈願」や「子孫繁栄」を想い、踊られて

いボディラインを手に入れられる優れたプログラムです。

✔ 80％が「お腹の下があったかい」
嬉しい

変化

いたという説があります。

✔ 次の日に不順だった生理がきた
✔ 肌の色が明るくなったといわれた
✔ ひそかに悩んでいた尿漏れがなくなった
✔ イライラする事が少なくなった気がする

ベリーシェイプは、骨盤を左右、前後、立体的に揺さぶり動かす独自の動かし方で、骨盤の矯正、骨盤底筋が鍛え
られ、1パート約8分程度でお腹付近が中からじんわり温まる感覚を体感します。子宮付近の血流促進により、女性
ホルモン（エストロゲン）の分泌が正常化する、助産師も認める最強の温活エクササイズです。

✔ 満場一致「この音で動くの爽快!!」

心理的ストレスの解消！
動きと連動した音楽

ベリーシェイプファンを虜にして圧倒的に支持されるワケ。
動きと音楽とが完全に連動するその瞬間にうまれる達成感と爽快感は、思わず笑顔になる程の楽しさ。
その独自の世界観に浸りながら夢中でエクササイズすることによる心理的な解放、ストレス解消に効果的です。

プログラム構成
最高の楽しさと嬉しい効果がうまれる。
40分〜50分のクラス提供を基本とし「ウォームアップ」「シェイプアップ」「ダンス」「クー
ルダウン」の４つのパートで構成されています。受講者とインストラクターとが最高の時間を
共有するベリーシェイプの世界観。その瞬間を生みだす工夫が、各パートの随所にちりばめら
れています。
ウォーム

シェイプ

ダンス

クール

全身ストレッチ、

速いテンポでリズミ

多彩なリズムを奏でる

使った筋肉をゆっくり

アイソレーションによ

カルにお腹まわりを中

音楽にあわせて踊るこ

とほぐしながら呼吸を

り、基礎代謝を上げ、

心に動かします。

とで心理的ストレスを

整えます。

体を中から温めていき

骨盤底筋が鍛えられ、

解消し、自律神経が

ます。

ウエストくびれ効

整えられます。

果も絶大。

常に新鮮。いつでも新たな楽しさを。
各パートの音楽と振付けは定期的に更新されます。新曲や新しい振付けがリリースされること
で、初めて受けるような新鮮さを感じながら新たな楽しさとチャレンジ精神をくすぐります。
継続へのモチベーションが常に維持されるよう設計されています。
3ヶ月

3ヶ月

3ヶ月

3ヶ月

ウォーム ①

ウォーム ②

シェイプ ①

シェイプ ②

ダンス ①

ダンス ②

クール ①

ダンス ③

9.3

ダンス ④

クール ②

認定資格の安心保証
定期スキルアップ講習会

公式インストラクターとして認定を受けた後は、アップデートするプログラムが教材のワーク
ショップに参加していきます。確実な指導内容の習得、ベーススキルの向上を目的として6ヶ

月ごとに開催するこの定期講習会により、高度なスキルを習得できるほか、多くのインストラ
クター達とのコミュニケーション、情報交換の場としてベリーシェイプのすべての公認インス
トラクターが参加します。

【 認定資格の更新 】
・6ヶ月ごとの指導ライセンスの更新手続き、及び実地ワークショップ（定期講習会）参加
※更新手続きを行わず、実地ワークショップに参加されない場合はライセンスが失効致します

【 費用 】
・￥16,200（税込）

【 費用に含むもの 】
・実地ワークショップ参加受講料
・アップデートするプログラムのブックレット、音源CD、トレーニングDVD
・上記のワークショップ案内資料郵送費
・プログラム素材の郵送費
・更新手続き事務手数料

多彩なキャリアアップの道
ランクアップとともに活躍のフィールドが広がっていきます。
✔ プレゼンターとして活躍したい

・国内外でのイベント出演、非導入施設でのプレゼンクラス可
・新曲提供を誰よりも早く!公式リリース1ヶ月前から提供可

さらに!!
・プログラム制作、トレーナーキャリアへエントリー可に!

✔ パフォーマンスにも興味がある
・事務局主催イベントにパフォーマーとして出演
・クラスでバックナンバーを使ったクラス可

✔ レッスンが好き! 指導がしたい
・全国の契約施設でレギュラークラス担当可

オフィシャル
パフォーマー
オフィシャル
インストラクター

新規インストラクタートレーニング
開催スケジュール

2019年度 受付開始

【 受講資格 】
下記のいずれかに該当する方
・指導経験アリ /

・ダンス経験がある（ジャンル不問）

※ベリーダンスの経験がない方も多数ご活躍されています

【 受講費 】

￥59,400（税込）

【 受講料に含まれるもの 】
・全2日間（14時間）のトレーニングコース受講費
・音源CD / マニュアルブック / 教材映像DVD
・映像検定・審査料 / ※審査シート含
・認定書発行・登録手続料

【 取得ランク 】
オフィシャルインストラクター
※レギュラークラスの指導担当可

（全国の契約施設/又は個人ライセンシー制度を別途利用の方）

【 合否 】
検定映像ご提出期限から4日以内に合否及び評価シートを通知致します。
不合格/条件付き合格の場合、別日の補習講座&実地検定 [¥19,440(税込)]の受講が必須です。
※定員および最小催行人員の設定がございます
※トレーニングコース初日（Day1）の1ヶ月前までを期限に開講可否が決定します

関東Aコース
日程

Day1 ： 2019年 7月 18日 （木） 10:30-17:30
Day2 ： 2019年 7月 25日 （木） 10:30-17:30
*Day2終了後、10日以内に映像提出

会場

DIFE BRIDGE STUDIO ［Belly SHAPE運営事務局内スタジオ］

住所

神奈川県 横浜市港北区新横浜 2-2-3 新横浜第一竹生ビル 7F

関東Bコース
日程

Day1 ： 2019年 8月 1日 （木） 10:30-17:30
Day2 ： 2019年 8月 8日 （木） 10:30-17:30
*Day2終了後、10日以内に映像提出

会場

DIFE BRIDGE STUDIO ［Belly SHAPE運営事務局内スタジオ］

住所

神奈川県 横浜市港北区新横浜 2-2-3 新横浜第一竹生ビル 7F

補習講座＆実地検定
日程

2019年 8月 29日 （木） 10:30-17:30

※条件付き合格／不合格者のみ受講

※人数により終了時間短縮となります

トレーニングコースお申込みの流れ
STEP

１

申込書の送付
「申込書」にご記入の上、下記いずれかの方法でご送付ください。

□ 郵送
［郵送先］

STEP

２

□ FAX 045-595-9254

□ メール info@belly-shape.com

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 第1竹生ビル 7階
ベリーシェイプ運営事務局 宛（株式会社ダイフブリッジ内）

お支払い
トレーニングコースへの正式なご参加にあたり仮受付と受講費の支払に関するご案内メールが届きます。
メール記載の手順に従い、指定口座宛に受講費のお振込を頂きます。
三菱UFJ銀行 田町支店 普通口座 2554126 株式会社ダイフブリッジ

［指定口座］

三井住友銀行 渋谷支店 普通口座 8898635 株式会社ダイフブリッジ

※トレーニングコース開始前後に関わらず、お支払い後の返金は受付けておりません

STEP

３

申し込み完了

費用のお支払いを確認させていただいた時点で、正式なお申し込みとなります。
お手続き完了およびトレーニングコース教材のお届け日に関するご案内メールが届きます
※受講費お支払い確認後、おおよそ3営業日以内にメールをお送りしております。3営業日を過ぎても届かれない場合はお手数ですがお問合せください。

STEP

４

すべてのお手続きが完了

教材がお手元に届きます。同梱の資料をご覧頂きコースDay 1前に質問ご不安等はお問合せ下さい。
※お申し込みの際に記入された住所とは別の送付先をご希望の方はSTEP2の際にお知らせください
※実り多いトレーニングコースとなるためにも必ず教材DVD等をご覧頂き予習をお願いします

お得なキャンペーン
開講日の2ヶ月前までのお申し込みで!!

￥15,000

相当「オフィシャルウェア」プレゼント

ヒップスカーフ＆ボトムス＆トップス
オフィシャルスターターセットアップ

早
得

は
や
と
く

2019年度 Belly SHAPE認定トレーニング 受講申込書
メールでお申込の方：【 info@belly-shape.com 】まで記載データを添付または情報記述の上お送りお願いします。
FAXでお申込の方：045-595-9254までお願いいたします。

Belly SHAPE認定トレーニングに下記の内容で申込みを行います
記入日
フリガナ

押印

氏名

印

月

年

日

IR活動名

指導歴
生年月日

（西暦）

年

（〒

ー

月

年
）

フリガナ

現住所

連絡先

自宅TEL

FAX番号

携帯TEL

緊急時TEL

※アドレスは大文字小文字、数字、アルファベットを分かりやすくご記載下さい。

携帯 MAIL

＠

PC MAIL

＠

＜受講希望コース 記入欄＞
ご希望コースに○を付けてください。
※最小催行人数設定あり／各コースDAY１の2週前に開催可否を決定致します。

開催時間： 10:30〜17:30（10:00入館）

関東Aコース

関東Bコース

Dife Bridge STUDIO

Dife Bridge STUDIO

Day1) 2019年7月18日(木)

Day1) 2019年8月 1日(木)

Day2) 2019年7月25日(木)

Day2) 2019年8月 8日(木)

受講後、映像審査となります

受講後、映像審査となります

＜経験・キャリア記入欄＞
ダンス経験（○で囲む）
あり

契約会社・団体名

契約会社・団体名

指導クラブ・施設名

担当レッスン名

なし

ジャンル（複数○可）
ジャズ・ストリート
バレエ・ラテン/サルサ
ハウス・ヒップホップ
その他にお持ちの

・

・

資格

・

・

当社プログラムの導入企業からの勤務募集やオーディション情報
その他の募集情報の提供を希望しますか？

希望する

／

注意事項
◎記入頂いた個人情報は株式会社ダイフブリッジで厳重に保管し、認定研修運営とその後の認定証発行、及び試験・講習会・研修会の案内等以外の目的で許可なく使用いたしません
◎認定に関して知り得た情報は全て機密情報となります。第三者への機密情報の漏洩は法処罰の対象となり、トレーニング前後に関わらずこれら一切の情報の掲示・複製・転写・転売を禁止いたします

◎認定トレーニング期間中にさまざまな事故・病気・怪我等については自己責任の元に対処するものとし、一切の責任は主催者・指導者によるものではないものとします

この申込書の提出をもって上記項目に同意いただいたものとみなします

【お問い合わせ先】
Belly SHAPE 運営事務局 (Dife Bridge Inc.内)

E-mail:info@belly-shape.com

