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株式会社

教育事業を行う

2014 年 8 月に

 

モチアカは、

を理念として

す。 

 

従来も、「

り拓くための人材になるための「

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

 

 

 

「英語を聞いたり、話したりする」能力を鍛えるのはもちろん

  

■特徴 

特徴１：特徴１：特徴１：特徴１：    「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

す。学校の成績にもつながる英語力を身に

 

特徴２：特徴２：特徴２：特徴２：    ネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師が

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

します

 

■講座内容：

■日程： 

                

新

「英語活用講座」「英語活用講座」「英語活用講座」「英語活用講座」
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報道関係者各位 

株式会社リンクアンドモチベーション（

を行う株式会社

月に、「英語」と「Ｉ

は、中高校生を対象として、渋谷・

を理念として、「難関大に合格する学力」「世界・社会で活躍する力」

「学力授業」に加えて

ための人材になるための「

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

「英語を聞いたり、話したりする」能力を鍛えるのはもちろん

 

「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

す。学校の成績にもつながる英語力を身に

ネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師が

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

します。講師は、

内容： ①ネイティブ講師による英会話の授業

②集団形式でのコミュニケーション重視の授業

③実践で使える発表・議論・交渉できる英語

 毎週 1 回

①水曜日

                ※こちらは

新講座 

「世界で勝負できる人材を育む

「

「英語活用講座」「英語活用講座」「英語活用講座」「英語活用講座」の概要の概要の概要の概要

eeee    

 

リンクアンドモチベーション（東証一部

株式会社モチベーションアカデミア

「英語」と「ＩT 技術」活用法を身につける講座を提供開始

中高校生を対象として、渋谷・

「難関大に合格する学力」「世界・社会で活躍する力」

」に加えて、問題発見･解決力やセルフコントロール力を鍛える「

ための人材になるための「モチベーション（スタンス）形成プログラム

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

「英語を聞いたり、話したりする」能力を鍛えるのはもちろん

「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

す。学校の成績にもつながる英語力を身に

ネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師がネイティブ講師が““““使える英語使える英語使える英語使える英語

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

。講師は、LM グループの株式会社インタラック（※）より

①ネイティブ講師による英会話の授業

②集団形式でのコミュニケーション重視の授業

③実践で使える発表・議論・交渉できる英語

回  （1 回 90

日 19:55～ ②

※こちらは 8 月時点でのスケジュールですので変更

「世界で勝負できる人材を育む

「英語」と

の概要の概要の概要の概要    

東証一部 以下

モチベーションアカデミア（以下

技術」活用法を身につける講座を提供開始

中高校生を対象として、渋谷・自由が丘・柏

「難関大に合格する学力」「世界・社会で活躍する力」

問題発見･解決力やセルフコントロール力を鍛える「

モチベーション（スタンス）形成プログラム

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

「英語を聞いたり、話したりする」能力を鍛えるのはもちろん

「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。「ＣＥＦＲ」基準の指導を行います。 

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

す。学校の成績にもつながる英語力を身に

使える英語使える英語使える英語使える英語””””を指導しを指導しを指導しを指導します。ます。ます。ます。

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

グループの株式会社インタラック（※）より

①ネイティブ講師による英会話の授業

②集団形式でのコミュニケーション重視の授業

③実践で使える発表・議論・交渉できる英語

90 分） 

②金曜日 18:15

月時点でのスケジュールですので変更

「世界で勝負できる人材を育む

と「ＩT

1 

以下ＬＭ）のグループ

（以下モチアカ 

技術」活用法を身につける講座を提供開始

自由が丘・柏に拠点を置く

「難関大に合格する学力」「世界・社会で活躍する力」

問題発見･解決力やセルフコントロール力を鍛える「

モチベーション（スタンス）形成プログラム

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

「英語を聞いたり、話したりする」能力を鍛えるのはもちろん、「英語で発表・議論・交渉する」能力を獲得する

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

す。学校の成績にもつながる英語力を身につけます。 

ます。ます。ます。ます。 

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

グループの株式会社インタラック（※）より

①ネイティブ講師による英会話の授業  

②集団形式でのコミュニケーション重視の授業 

③実践で使える発表・議論・交渉できる英語 

18:15～ ③土曜日

月時点でのスケジュールですので変更

 

「世界で勝負できる人材を育む総合学習塾

T技術」活用

グループ会社で、

代表取締役社長：

技術」活用法を身につける講座を提供開始いたします。

に拠点を置く学習塾です。

「難関大に合格する学力」「世界・社会で活躍する力」の両方をトータルに

問題発見･解決力やセルフコントロール力を鍛える「

モチベーション（スタンス）形成プログラム」などを提供してきました。このたび、「英語」と「

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

英語で発表・議論・交渉する」能力を獲得する

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

グループの株式会社インタラック（※）よりプロの外国人講師

日 18:15～ 

月時点でのスケジュールですので変更する可能性があります

学習塾」 モチベーションアカデミア

活用の講座を新設

株式会社モチベーションアカデミア

、中高生向け学習塾の運営を中心とした

代表取締役社長：榊原 清孝

いたします。  

です。「「「「世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材

トータルに身につける

問題発見･解決力やセルフコントロール力を鍛える「ポータブルスキル授業

」などを提供してきました。このたび、「英語」と「

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

英語で発表・議論・交渉する」能力を獲得する

文部科学省の制定した新しい英語に関する基準「ＣＥＦＲ（セファール）（※）」に基づいてクラス分けを実施しま

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

プロの外国人講師を派遣します。

する可能性があります

モチベーションアカデミア

の講座を新設

2014 年 7月

株式会社モチベーションアカデミア

学習塾の運営を中心とした

清孝 東京都中央区

世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材

身につける講座を提供していま

ポータブルスキル授業」や、未来を切

」などを提供してきました。このたび、「英語」と「

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。

英語で発表・議論・交渉する」能力を獲得する

」に基づいてクラス分けを実施しま

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

を派遣します。 

する可能性があります 

モチベーションアカデミア 

の講座を新設 

月 29 日    

株式会社モチベーションアカデミア 

 

学習塾の運営を中心とした

中央区）は、

世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材世界で勝負できる人材」を育む」を育む」を育む」を育むこと

を提供していま

」や、未来を切

」などを提供してきました。このたび、「英語」と「IT 技

術」の講座が開講することで、世界で勝負するために必須となる力を、よりトータルで提供する体制が整いました。 

英語で発表・議論・交渉する」能力を獲得する講座です。 

」に基づいてクラス分けを実施しま

あいさつや日常会話だけでなく、議論・討議・交渉などのコミュニケーションができるレベルの本物の英語を指導

 



 

 

■対象 ：

■費用： 

■定員： 

■場所 ：

 

※ＣＥＦＲ（セファール）

Common European Framework

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

指標に基づいてレベル分けされています。（

 

※株式会社インタラック

株式会社インタラックは、

提供しています。特に、学校教育におけるＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ

です。全国 7

 

 

 

 

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

な力まで身につけます。基礎から応用までの実

受講の成果を試すために、各種検定（

  

■特徴 

業界業界業界業界 No.1No.1No.1No.1

業界

基礎からステップアップできます。授業では

います。

 

■講座内容：

   

■形式： 

■対象 ：

■費用： 

■日程： 

■場所 ：

 

 

※アビバ 

LM グループの株式会社リンクアカデミーが運営する

成に向けて丁寧な指導を行っており、

（2013 年 1

 

「「「「PCPCPCPC 活用講座活用講座活用講座活用講座

    

： 中学 1 年生～高校３年生

 20,000円

 1 クラス最大

： 渋谷校 

※ＣＥＦＲ（セファール） 

Common European Framework

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

指標に基づいてレベル分けされています。（

※株式会社インタラック 

株式会社インタラックは、1972

提供しています。特に、学校教育におけるＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ

7,500 校に講師を

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

な力まで身につけます。基礎から応用までの実

受講の成果を試すために、各種検定（

 

No.1No.1No.1No.1 のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座

業界 No.1 のパソコンスクール「アビバ」

基礎からステップアップできます。授業では

います。 

内容： ①大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の

 ②各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」

③各種検定の受検

 個別授業

： 中学 1 年生～高校３年生

 1 回 4,000

 ①毎週木曜日

： 渋谷校 

 

グループの株式会社リンクアカデミーが運営する

成に向けて丁寧な指導を行っており、

1 月 法人別全教室での

活用講座活用講座活用講座活用講座」の概要」の概要」の概要」の概要    

年生～高校３年生

円/月（別途教材費）

クラス最大 9名 

 

Common European Framework of Reference for Languages

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

指標に基づいてレベル分けされています。（

 

1972 年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

提供しています。特に、学校教育におけるＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ

校に講師を配置しており、

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

な力まで身につけます。基礎から応用までの実

受講の成果を試すために、各種検定（

のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座

のパソコンスクール「アビバ」

基礎からステップアップできます。授業では

大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の

各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」

各種検定の受検 

個別授業  （1 回 90

年生～高校３年生

000円（別途教材費

①毎週木曜日 18:15～

 

グループの株式会社リンクアカデミーが運営する

成に向けて丁寧な指導を行っており、PC 資格「

法人別全教室での MOS

    

年生～高校３年生  ※「ＣＥＦＲ（セファール）

別途教材費） 

of Reference for Languages

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

指標に基づいてレベル分けされています。（NHK の WEB サイトより）

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

提供しています。特に、学校教育におけるＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ

り、中学校・高校の

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

な力まで身につけます。基礎から応用までの実用的な講座です。

受講の成果を試すために、各種検定（MOS・P検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。

のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座

のパソコンスクール「アビバ」（※）

基礎からステップアップできます。授業では

大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の

各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」

90 分） 

年生～高校３年生 

円（別途教材費・検定費

～  ②毎週土曜日

グループの株式会社リンクアカデミーが運営する、パソコンスクールです。全国

資格「MOS 試験

MOS 受験者合計

2 

ＣＥＦＲ（セファール）

of Reference for Languages の略称。

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

サイトより） 

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

提供しています。特に、学校教育におけるＡＬＴ（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｌａｎｇｕａｇｅ

中学校・高校の 4 校に 1 校が

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

的な講座です。 

検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。

のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座のパソコンスクール「アビバ」による講座です。です。です。です。 

（※）のカリキュラム・講師による講座です。一人ひとりのレベルに合わせて

基礎からステップアップできます。授業では PC を活用して「問題分析」「計画立案」「プレンゼンテーション」も行

大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の

各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」

・検定費） 

②毎週土曜日 19:55～

パソコンスクールです。全国

試験」年間受験者数は、業界

受験者合計。 株式会社オデッセイコミュニケーションズ調べ

ＣＥＦＲ（セファール）」基準でのクラス分けをします

の略称。 

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｔｅａｃｈｅｒ。外国語指導助手）

校がインタラックの講師の授業を受けていることになります。

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。

のカリキュラム・講師による講座です。一人ひとりのレベルに合わせて

を活用して「問題分析」「計画立案」「プレンゼンテーション」も行

大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の

各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」

～ 

パソコンスクールです。全国100

」年間受験者数は、業界 NO.1

株式会社オデッセイコミュニケーションズ調べ

」基準でのクラス分けをします

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

Ｔｅａｃｈｅｒ。外国語指導助手）

インタラックの講師の授業を受けていることになります。

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。

のカリキュラム・講師による講座です。一人ひとりのレベルに合わせて

を活用して「問題分析」「計画立案」「プレンゼンテーション」も行

大学やビジネスのスタンダードである「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の活用スキルの獲得

各ソフトを活用し、実践的な「分析」「ドキュメンテーション」「プレゼン」 

100 校以上の直営校で、一人ひとりの目標達

NO.1 です。 

株式会社オデッセイコミュニケーションズ調べ

」基準でのクラス分けをします 

語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつあり、NHK 英語講座等もこの

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

Ｔｅａｃｈｅｒ。外国語指導助手）の実績は業界Ｎｏ．

インタラックの講師の授業を受けていることになります。

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実

検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。

のカリキュラム・講師による講座です。一人ひとりのレベルに合わせて

を活用して「問題分析」「計画立案」「プレンゼンテーション」も行

スキルの獲得 

校以上の直営校で、一人ひとりの目標達

株式会社オデッセイコミュニケーションズ調べ） 

英語講座等もこの

年に設立された教育会社です。企業・官公庁・教育委員会・学校・個人向けに教育サービスを

は業界Ｎｏ．1

インタラックの講師の授業を受けていることになります。 

２年間で「ワード」「エクセル」「パワーポイント」の基礎から「問題発見・解決」「計画立案」「プレゼンテーション」の実用的

検定）などを通して自分の実力をチェックする機会があります。 

のカリキュラム・講師による講座です。一人ひとりのレベルに合わせて

を活用して「問題分析」「計画立案」「プレンゼンテーション」も行
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モチベーションアカデミア

学力を伸ばす

LM グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

ます。「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です
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大学受験

私たちは日本の若者たちといっしょに、挑戦して

「学力

方法論

 

 ■講座の

  月

・過去のゲスト：

医師、公認会計士、コンサルタント、国際機関職員、経営者、クリエイター、商社社員、音楽家・格闘家

モチアカモチアカモチアカモチアカとはとはとはとは

    

モチベーションアカデミア

学力を伸ばすのはもちろん

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です

「自立型人材」の能力構造イメージ

大学受験はもちろんのこと

私たちは日本の若者たちといっしょに、挑戦して

学力」、「リテラシー」

方法論により、ひとりひとりの能力を引き出し

講座の一例：モチベーション

月 1 回、一流の社会人・大学生と交流

過去のゲスト： 

医師、公認会計士、コンサルタント、国際機関職員、経営者、クリエイター、商社社員、音楽家・格闘家

とはとはとはとは    

低 
可
変

高 

モチベーションアカデミア（モチアカ）は、渋谷・

のはもちろん、社会から選ばれる“自立型人材”を育む塾

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」「社会で必要な能力」から逆算した

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です

「自立型人材」の能力構造イメージ

はもちろんのこと、社会に通用する力を磨くこと。大きな志を抱き、自ら未来を切り拓く人材を育成すること。

私たちは日本の若者たちといっしょに、挑戦して

」、「リテラシー」、「ポータブルスキル

、ひとりひとりの能力を引き出し

モチベーションを高める

一流の社会人・大学生と交流

医師、公認会計士、コンサルタント、国際機関職員、経営者、クリエイター、商社社員、音楽家・格闘家

可
変

社会に出ての活躍

モチベーション

は、渋谷・自由が丘・

社会から選ばれる“自立型人材”を育む塾

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

から逆算した独自カリキュラムや、

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です

「自立型人材」の能力構造イメージ 

、社会に通用する力を磨くこと。大きな志を抱き、自ら未来を切り拓く人材を育成すること。

私たちは日本の若者たちといっしょに、挑戦しています。

ポータブルスキル」、「モチベーション

、ひとりひとりの能力を引き出しています。

を高める「モチベーションゼミ

一流の社会人・大学生と交流し、受験の先にあるキャリアについて考える機会を提供しています。

医師、公認会計士、コンサルタント、国際機関職員、経営者、クリエイター、商社社員、音楽家・格闘家

難関大合格

社会に出ての活躍

学力

リテラシー

ポータブル

スキル

モチベーション
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自由が丘・柏に拠点を置く、学習塾

社会から選ばれる“自立型人材”を育む塾

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

独自カリキュラムや、心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です

、社会に通用する力を磨くこと。大きな志を抱き、自ら未来を切り拓く人材を育成すること。

ます。 

モチベーション」という

ます。 

モチベーションゼミ」 

し、受験の先にあるキャリアについて考える機会を提供しています。

医師、公認会計士、コンサルタント、国際機関職員、経営者、クリエイター、商社社員、音楽家・格闘家

難関大合格 

社会に出ての活躍 

リテラシー

ポータブル

モチベーション

柏に拠点を置く、学習塾

社会から選ばれる“自立型人材”を育む塾として誕生しました。

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを

心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学心理学・社会学・経営学・教育学

ティング技術と指導実績のある学習塾のノウハウを融合したカリキュラムが特徴です

、社会に通用する力を磨くこと。大きな志を抱き、自ら未来を切り拓く人材を育成すること。

という 4 つの要素を総合的に高めてゆく

 

し、受験の先にあるキャリアについて考える機会を提供しています。
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として誕生しました。 

グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを
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グループの、経営・組織人事コンサルティングや社会人教育の、ノウハウや実績に基づくカリキュラムを提供してい

を基盤とするコンサル
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■モチアカ

株式会社

TEL

  

■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL

 

 

お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先

株式会社モチベーションアカデミア

■代表取締役社長：

■本社：

■事業内容：

■グループ会社：

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、株式会社インタラック、株式

会社リンクアカデミー、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

■モチアカに関するお問合せ先

株式会社モチベーションアカデミア

TEL：0120-522-

 ※平日（月～土）／

■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL：03-3538-9517

お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先    

株式会社モチベーションアカデミア

■代表取締役社長：

■本社：東京都渋谷区桜丘町

■事業内容：モチベーションエンジニアリングを取り入れた学習塾の運営を中心とした教育事業

■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、株式会社インタラック、株式

会社リンクアカデミー、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

に関するお問合せ先 

モチベーションアカデミア

-257   E

平日（月～土）／13：00～

■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先

株式会社リンクアンドモチベーション

9517 FAX：03

株式会社モチベーションアカデミア   

■代表取締役社長：榊原 清孝    

東京都渋谷区桜丘町  15

モチベーションエンジニアリングを取り入れた学習塾の運営を中心とした教育事業

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、株式会社インタラック、株式

会社リンクアカデミー、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

 

モチベーションアカデミア  渋谷校 

E-mail：info-shibuya@m

～21：00   

■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先

株式会社リンクアンドモチベーション グループ

03-3538-8672

  http://www.m

    ■資本金：1
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■本リリースに関する報道関係者のお問合せ先 
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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、株式会社インタラック、株式

会社リンクアカデミー、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

 

広報秘書ユニット 

 

（株式会社リンクアンドモチベーション

（代表） ■創業：

モチベーションエンジニアリングを取り入れた学習塾の運営を中心とした教育事業 

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、株式会社インタラック、株式

会社リンクアカデミー、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 

（株式会社リンクアンドモチベーション 100％出資）

■創業：2011 年 5 月 

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、株式会社インタラック、株式

％出資） 

 

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、株式会社インタラック、株式


