
オンライン英会話サービス
レアジョブ英会話
消費者対応の取組について

資料４



グループビジョン

Chances for everyone, everywhere.
新たな学びを得るチャンス。才能を開花させるチャンス。

新しいなにかに出会えるチャンス。

レアジョブはこれらのチャンスをインターネットを通して、あらゆる人と場所に届けます。

そして世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会を創造します。



サービスミッション

日本人1,000万人を
英語が話せるようにする。
レアジョブ英会話は、あなたが英語が話せるようになるまでつきそいます。

ともに学ぶ大勢のユーザー様がいます。講師たちはあなたのためを思っています。
困ったときは私たちスタッフを頼ってください。

仲間がいる。だから頑張れる。だから続く。だから伸びる。
日本人が世界中の人からより必要とされる日を、

いち早くつくりたいと考えています。
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レアジョブ英会話とは

1レッスン129円～の
無料のインターネット通話ソフト＝Skype™を使った

マンツーマンの英会話レッスン

フィリピン大学
（在学生・卒業生）

を中心とした優秀な講師陣
ネット環境があれば
いつでもどこでも受講可能

講師は採用率1％の関門をくぐりぬけた、
4,000名のフィリピン人講師



レアジョブ英会話とは

個人 企業 学校
50万人 1000社 100校

オンライン英会話No.1の実績
累計レッスン数2,000万回以上



レアジョブ英会話の強み

誰でも手の届く価格 無理なく自分に合った
学習ができる利便性

誰もが話せるようになる
仕組みとおもてなし

・教室の設備・維持コストが必要ない
・フィリピン人講師を現地採用

以上の2点の理由から、
通学制スクールの約1/20の価格で

レッスンを受講できます。

・早朝6時～深夜1時まで開講
・レッスンは5分前まで予約可能
・30分前までキャンセル可能
・スマホやタブレットでも

・採用率1％の講師
・3,000を超える豊富な教材
・伸びを測るスピーキングテスト

・日本人カウンセラー

低価格で、いつでもどこでも、高品質のレッスンを



低価格の料金＆目的によって選べるオプション

料金プラン

月8回プラン
￥4,200/月

毎日25分プラン
￥5,800/月

毎日50分プラン
￥9,700/月

毎日100分プラン
￥16,000/月

月8回 毎日1回 毎日2回 毎日4回

コース
コース名 追加料金

日常英会話コース ￥0

ビジネス英会話コース +¥4,000

中学・高校生コース +¥4,000

TOEIC対策コース +￥980

スピーキングテスト ¥2,980/1回

あんしんパッケージ +¥980

＜あんしんパッケージ詳細＞
・スカイプカウンセリング
・自動予約機能
・スピーキングテスト割引（67%OFF）



CEFR-J(※)を基にした10段階のレベルを
到達度測定や教材のレベル設定に活用

CEFR-Jとは

• CEFR（Common European Framework of Reference 
for Languages）は「ヨーロッパ言語共通参照枠」として知られ、
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、
幅広く導入されています。

• CEFR-Jは、CEFRをベースに、日本の英語教育での利用を目的
に構築された、英語能力の到達度指標です。

• TOEIC®や英検等の各種基準との照合も可能です。

国際規格をベースにしたレベル＆3,000以上の教材

3,000以上の教材を無料で提供

文法、会話、発音、
ディスカッション、トラベル英会話など、
目的やレベルに合わせて利用可能

教材はWebサイトで閲覧可能

教材を使用しないフリーレッスンも可能



TOEICでは測れない「スピーキング力」を測るオリジナルテスト
オンラインで予約＆受験、判定結果も15営業日以内にお届け
客観的なスコアだから、能力把握や学習効果の見える化にも貢献

• 300点満点で判定され、発音・文法・リスニングなど各分野の達成状況が分かります。

• 最大4名によるチェックで、試験官による判定のばらつき最小化に取り組んでいます。

合計スコア、レベル

評価項目：
1. 伝える力
2. 発音
3. 文章構成
4. 文法
5. 理解する力
6. 流暢さ

スピーキングテスト



スカイプを通じて、
マンツーマンで学習相談を受けられます。

日本人によるカウンセリング

学習目的を達成できるよう、
カウンセラーが効果的な学習プランを設計します。
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※レアジョブ英会話に登録している会員プロフィールベースのデータです。

レアジョブ英会話の会員層は、
20代～30代が7割、男性の割合が6割。

男性

59%

女性

41%

1%

2%

6%

17%

34%

34%

5%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代

10代未満

レアジョブ英会話のユーザー属性



法人導入について

累計法人契約数1000社を突破
情報通信業・製造業が多く、近年ホテル等サービス業も急増

法人一括契約

個別契約

→特定対象者への能力開発
（管理職向け研修、新入社員研修、海外赴任者研修など）

→従業員向け福利厚生メニューの拡充
（通信教育、福利厚生、採用PRのためのメニュー拡充など）

2016年4月、大阪支社を設立し、関西エリアの営業も強化



学校法人の利用について

小学校・中学校・高校・大学・塾・地方自治体など、累計100校で導入
大学入試の改革により、小・中・高における英語教育が大きく変化

スピーキングの需要が急速に高まる

1年半で5倍に
増加

授業内・課外・留学とセットのプログラムなど、
導入形態は様々

上峰町（佐賀県）
上峰小学校（小6対象）でのパイロットプログラム導入

宮城学院中学高等学校
中学・高校生向けの放課後を活用した英語プログラム

桐蔭学園
中1生を対象にした英検2次試験対策レッスン（放課後）パイロット導入

導入実績例（抜粋）
静岡城北高等学校
国際科2年生の留学前プログラム

旭川明成高等学校
高校生向けの授業導入

一橋大学国際企業戦略研究科（ICS)
ICS生・修了生キャンペーン

東京大学
東大生限定キャンペーン

長崎純心大学
新入学科生の英会話力向上のために

実践女子短期大学
英語コミュニケーション学科の正規授業で活用

100

2016年7月



海外展開について

2015年10月からブラジルにて
オンライン英会話サービスの提供を開始



成果にコミットする「レアジョブ本気塾 Workshop」

約3カ月間集中で英会話力を伸ばす、
オンライン英会話×通学型のブレンディッドラーニングを提供

・クラス形式「Work Shop」
・マンツーマン形式「Hands On」

「話せるようになるための」
学習法指導・個別学習管理

ラーニングサイクルに基づいた
学習機会を全て用意

学習を継続させるための
仕組み



品質確保のための取り組み

レッスン品質
講師の採用（採用プロセス、採用条件 等）
トレーニング
- 英語力テスト・実際のテストレッスンを経ての採用

レッスン品質のモニタリング
- レッスン評価によるモニタリング
- 覆面調査

評価の内容はリアルタイムでチェックし、
講師へフィードバック、改善に繋げる

講師のレッスン提供環境
- 通話品質、通信環境の条件
- 設備について



消費者の安心・安全確保について

プライバシーマークとISO27001を取得
ユーザー様に安心してご利用していただけるよう、
各規定に沿い体制を構築、運用し、
コンプライアンスを遵守したサービス提供を行っています。

－情報セキュリティ研修と個人情報保護教育を、
入社時（対面）と年1回（e-learning）に実施

ー情報セキュリティ委員会を月一度程度開催し、
社内の情報セキュリティに関する取組、
事象の共有と、当社外のインシデント情報共有



 企業名
• 株式会社レアジョブ （RareJob Inc.）

 所在地
• 東京都渋谷区神宮前6-27-8 

京セラ原宿ビル2F
 設立

• 2007年10月18日
 連結子会社

• RareJob Philippines, Inc
• ENVIZION PHILIPPINES, INC.
• 株式会社リップル・キッズパーク
• RIPPLE KIDS EDUCATIONAL SERVICES, INC.

 資本金
• 546,472千円（2016年3月末現在）

 役員
• 加藤 智久（代表取締役会長)
• 中村 岳（代表取締役社長）
• 藤田 利之（取締役副社長）

 事業内容
• オンライン英会話サービス事業

 主要株主
• 役員
• 三井物産株式会社
• 株式会社増進会出版社
• 投資事業組合GV-2
• 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
• YJ1号投資事業組合
• 株式会社サイバーエージェント

 ビジョン・ミッション
＜グループビジョン＞

Chances for everyone, everywhere.
新たな学びを得るチャンス。
才能を開花させるチャンス。
新しいなにかに出会えるチャンス。
レアジョブはこれらのチャンスをインターネットを通して、
あらゆる人と場所に届けます。
そして世界中の人々が国境や言語の壁を越えて
活躍できる社会を創造します。

＜サービスミッション＞
日本人1,000万人を英語が話せるようにする。

2013年2月
「プライバシーマーク」

を取得

2014年6月
東証マザーズ上場

会社概要
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