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好景気を背景に、人手不足が深刻化してします。8 月 29 日に厚生労働省が発表した 7 月の全国の有

効求人倍率（季節調整値）は、19 ヶ月連続で改善した 6 月と同じ 1.10 倍でした。これは、1992 年 6 月

（1.10 倍）以来 22 年ぶりの高い水準です。こうした状況の中で、リンク・マーケティングでは意欲やスキルの

高い派遣スタッフの確保が重要な課題となっています。 

 

■受講者の方に最適なキャリアをナビゲート■受講者の方に最適なキャリアをナビゲート■受講者の方に最適なキャリアをナビゲート■受講者の方に最適なキャリアをナビゲート    

一方で、リンクアカデミーは、「あなたのキャリアに、本気のパートナーを。」「あなたのキャリアに、本気のパートナーを。」「あなたのキャリアに、本気のパートナーを。」「あなたのキャリアに、本気のパートナーを。」をミッションに掲げ、パソコン、資

格、語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。 

 

運営するパソコンスクールアビバを受講する方々の入学動機のひとつに、「パソコンスキルを身につけて事

務の仕事につきたい」というものがあります。一方で、職務経験が少なく一般企業で働くことのイメージが抱

けなかったり、そもそも「就職活動のやり方がわからない」ということも珍しくありません。 

 

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。 

 

8 月より、さらに意欲的に意欲的に意欲的に意欲的にパソコンパソコンパソコンパソコン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

を行ってまいりましたが、好評につきエリアを拡大いたします。 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

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    

提供の提供の提供の提供の背景背景背景背景    

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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＜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。（例：8 月 20

日～9 月 20 日に就業した方は 10 月 31 日にお振込み） 

 

※このキャンペーンにおける「就業開始日」は、全国どの拠点でも、本キャンペーンの最初の開始日である、

8 月 18 日にさかのぼって適用させていただきます。 

※「受講生」の定義については、リンク・マーケティング社での就業開始日から起算し、直近 1 年以内にリ

ンクアカデミーでの講座受講実績がある方（無料体験講座を除く）とさせていただきます。 

 

■リンク･マーケティングで派遣のお仕事がご案内できる地域 

札幌支店： 札幌市内全域 

仙台支店： 宮城県、福島県、山形県、秋田県、岩手県 

新宿本社： 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県 

名古屋支店： 愛知県、三重県、岐阜県 

大阪支店： 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県 

広島・岡山支店： 広島県、岡山県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県 

福岡支店： 福岡県、大分県、佐賀県 

※紹介のお仕事の場合は、全国の対応が可能でございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。 

 

 

■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 

 

■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 9:00～21:00 土･日･祝 9:00～17:00） 

 

■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 

 

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：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：パソコン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 


