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4.まとめテスト（Practice） 

4 回学習する毎にテストを実施します。それまでの学習進捗を測り、スモールステップで学習を振

り返り、早期の弱点把握と対策をとることで、学習効率を高めます。 

 

5.『ロバート・ヒルキ』の『TOEIC 攻略講座』 

まとめテスト（Practice）の後には、グループ企業である株式会社リンクグローバルソリューション

（東京都中央区 代表取締役社長 田中康之）契約講師であり、TOEIC テスト対策の第一人者で

ある『ロバート・ヒルキ』が攻略方法を解説します。 

 

6.診断テスト 

講座の 16 回目、32 回目に診断テストを実施します。この診断テストは TOEIC®形式での出題によ

る模擬試験という位置づけで、これまでの学習の成果とテストへの習熟度を向上させます。 

 

■AVIVA English for TOEIC ラインナップ・価格 

AVIVA English for TOEIC®：470点コース 

TOEIC の出題形式、パターンをゼロから徹底攻略！初めて受験する方向けのコース 

受講回数：32 回 

受講料：47,000 円（税込） 

 

AVIVA English for TOEIC®：600点コース 

企業の昇進基準として多く採用されており、実践演習を通じて更なるスコアアップを目指したい方

向けのコース 

受講回数：32 回 

受講料：60,000 円（税込） 

 

AVIVA English for TOEIC®：730点コース 

海外赴任の選考材料となるハイスコア獲得力をさらに磨きたい方向けのコース 

受講回数：32 回 

受講料：73,000 円（税込） 

 

■販売開始 

2014年 4 月中旬 

 

■AVIVA English for TOEIC提供の背景 

TOEIC（Test of English for International Communication）は、米国のテスト研究・開発団体である

ETS（Educational Testing Service）が開発・実施している英語能力測定試験です。和文英訳、英

文和訳などの技術ではなく、身近な内容からビジネスまで幅広くどれだけ英語でコミュニケーショ

ンできるかということを測るものであり、多くの企業が TOEIC スコアを人材採用、昇進・昇格要件

や海外赴任者選抜などの参考資料として利用しています。 

 

TOEIC®スコアは、ビジネスパーソンの英語力を示す際の代表的な指標であり、就職活動におい

ても高いスコアを履歴書に書いておくことで採用担当者に評価されることがあります。また、進学

においても、推薦入試などの要件に設定されたり、授業に組み込んだりする大学や高校も数多く

あります。 

 

リンクアカデミーは、「パソコンスクール アビバ」、「資格スクール 大栄」のノウハウを最大限に活
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用し、ビジネス社会において必要不可欠のスキルである語学領域に対し、「AVIVA English」ブラン

ドとして展開してまいります。 

今回、その第一弾として「AVIVA English for TOEIC®」を提供し、幅広いキャリアニーズに対応する

総合キャリアスクールを目指します。 

 

 

■講座についてのお問い合わせ先 

株式会社リンクアカデミー マーケティング本部 プロモーション部 

TEL：03-3563-7480 FAX：03-3563-7471 

 

■報道関係者のお問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション グループデザイン本部 広報・秘書ユニット 白鳥 美智子 

TEL：03-3538-9517  FAX：03-3538-8672  Email：pr@lmi.ne.jp 

 

 

お問お問お問お問いいいい合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先    

株式会社リンクアカデミー  http://www.link-academy.co.jp/ 

■代表取締役社長：田中良一  ■資本金：100,000,000 円 ■株主：株式会社リンクアンドモチベーション（東証一部） 100% 

■本社：東京都中央区銀座 3－7－3 銀座オーミビル ■Tel：03-3563-7477（代表） ■創業：1995 年 12 月 15 日 

■事業内容：PC スキルの獲得や資格取得をワンストップでサポートし、個人のキャリアアップを支援する総合キャリアスクール 

■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション、株式会社リンクイベントプロデュース 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ 

株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング 

 


