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学という個々のスキルの提供にとどまらず、真摯に受講生様のキャリアニーズを把握し、受講生様の将来

において最適なキャリアをナビゲートしていくことを目指しています。
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両社では、2014 年 6 月より、リンクアカデミーのスクールで学ぶ受講生の方に、就業先を紹介するサービス

を開始しました。LAI のスクールの受講生の方は、自己投資でスキル UP を目指していることから意欲の高

い方が多く、派遣先の企業様にも好評をいただいています。 

 

このたび、さらに意欲的に意欲的に意欲的に意欲的に PCPCPCPC スキルの向上に取り組み、多くの方に就業していただくようスキルの向上に取り組み、多くの方に就業していただくようスキルの向上に取り組み、多くの方に就業していただくようスキルの向上に取り組み、多くの方に就業していただくよう、キャンペーンを行

うことにいたしました。 

 

 

 

 

 

 

＜Step１：エントリー＞ 

リンクアカデミー経由でエントリーいただいた後、リンク･マーケティングよりご連絡させていただきますので派遣

登録会の日程をご予約ください。 

 

＜Step２：派遣登録＞ 

派遣登録完了後、専任のキャリアコーディネーターがお仕事をご紹介いたします。不明点、不安なことが

あればなんでもご相談ください。 

 

＜Step３：就業開始＞ 

お仕事が見つかり就業決定後は、スクールで学んだ知識やスキルをフル活用しましょう！ 

31 日以上の継続勤務をすると、就業お祝い金（5万円）をプレゼントします。継続勤務が確認できた月の

翌月末に、リンク･マーケティングにご登録いただいた給与振込口座へお振込みいたします。（8 月 10 日～

9 月 9 日に就業した方は 10 月 31 日にお振込み） 

 

 

 

 

 

 

■派遣・就業お祝い金に関するお問い合わせ先 

株式会社リンク･マーケティング  

（事務職派遣）TEL：03-5381-3401 （平日 月火木金 9:00～20:00 水 9:00～19:00）  

（登録）TEL：0120-078-022 

 

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    

就業お祝い金プレゼント就業お祝い金プレゼント就業お祝い金プレゼント就業お祝い金プレゼントのながれのながれのながれのながれ    

Step1 

エントリー 

Step2 

派遣登録 

Step3 

就業開始 

31 日以上ご就業で 

就業祝い金 

5555 万円万円万円万円    
プレゼント！ 

※詳細は下記 

ご確認ください。 
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■スクールに関するお問い合わせ先 

株式会社リンクアカデミー パソコンスクールアビバ コールセンター 

TEL：0120-333-336  （平日 10:00～21:00 土･日･祝 10:00～17:00） 

 

■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 

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

 

 

 

 

 

 □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：小栗隆志  ■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 

 

□株式会社リンク・マーケティング（旧社名：株式会社セールスマーケティング） http://www.link-mk.co.jp/ 

■代表取締役社長：伊原和之 ■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（100％） 

■本社：東京都新宿区西新宿三丁目 2 番 11 号新宿三井ビル二号館 8 階 

■Tel：0120-078-022（代表） ■設立：2005 年 9 月 1 日 ■派遣許可番号：般 13-300515 

■事業内容：労働者派遣事業、紹介予定派遣事業、有料職業紹介事業、アウトソーシング事業 

 

□グループ会社：株式会社リンクアンドモチベーション、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・アイ、株式会社インタラック、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 


