


Corporate philosophyCorporate philosophyCorporate philosophyCorporate philosophy：：：：企業理念企業理念企業理念企業理念

「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化」」」」

の為の教育分野における手段の提供を通して社会に貢献します。

「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化」」」」

の為の具体的な教育ソリューションをビジネス化することで顧客のニーズに貢献します。

「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化「自己研鑽および自己進化」」」」

の手段を提供する側の我々も、研鑽と進化を続け、自身の自己実現を常に目指します。





“あなたの最高の目的地到達のため”というメッセージを掲げ、

我々は教育事業を推進してゆきます。人生の目標はひとつだけとは

限らず、様々な可能性への到達を考慮して目的地はあえて

“destination（s）”と複数形としています。

弊社は当事業を通して、我々の顧客が最高の目的地に到達できる

よう継続的なサービス提供することで社会に貢献致します。

またサービスを提供する我々自身も、自己研鑽と自己進化すると

いう目標を自身に対して掲げ“the best destinations”を目指して

事業に取り組む所存でございます。

“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”
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“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”



現代のグローバル化したビジネス社会において「自分に合った仕事」「自分の満足でき

る仕事」「自分の就きたい職業」とは何かを、我々は改めて考慮する必要性があります。

何故ならグローバル化に伴い、従来と比較すると我々の生活、社会、仕事のスタイルは

今までにないくらい急激に変化しているからです。こうした変化に対応して、日本人で

ある我々個人もそれに合わせて変化、あるいは進化し続けなければ、今後のビジネス社

会に順応することは困難であると予測されます。

こうした急速なグローバリゼーションを生き抜く為には、自分の専門性を磨く事、つま

りプロフェッショナリティを身に付ける事が重要です。

しかしながらそうした専門性は一朝一夕に身に付けることが出来るものではありません。

一般的に専門性を人が身に付けるには10000時間が必要であるとされています。こう

した仕事の積み上げを通して人はやがて、 代替が利かない経験に裏打ちされた技能を

得ることができ、また、プロフェッショナルとしてその仕事を行うプレイヤーとして認

められるようになります。そしてそうした人材こそが企業にとって貴重な存在となるの

です。

これまで日本企業では、従業員を一通り様々な部署に配置転換させ、職務の様々な面を

経験させる事によりゼネラリストを育成する事に注力してきました。しかしながらグ

ローバルビジネス社会においては、ゼネラリストであるよりも、むしろ専門性の高いプ

ロフェッショナル人材となることが求められるようになっています。そしてそれには理

由があります。

グローバル化したビジネス社会の未来像として、ホワイトカラーと呼ばれる多くの中間

層の仕事が消失するとされています。例えばＴＰＰの枠組みのなかでは、加盟諸国内で

の関税の撤廃による既存産業の衰退の可能性、あるいは農産物輸入の増加に対しての危

機感が叫ばれています。それだけではなく実はＴＰＰには労働人材の移動の自由化も盛

り込まれており、それを受け入れるならば日本でのビジネス人材需要も大きく変化する

可能性があります。
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あらゆる業種において、労働人材は今より一層コモデティ化され、代替が利くポジ

ションは、人件費のかからない人材に次々に取って代わられる事でしょう。特に日本

のビジネス中間層において、そのポジションが外国人の労働者に取って代わられるよ

うになると予想されます。

グローバル化により中間層の仕事が消失すると言われるのには、最な根拠があり、

我々は、好むと好まざるに関わり無く、こうした社会環境に適応して外国人人材との

競争を重ねながら仕事を続けてゆく必要があるのです。

こうした社会の変化に対応して、先に述べたように日本人である我々は、よりスペ

シャリストとしての専門性を高め、代替の利かないプロフェッショナリティのあるビ

ジネス人材として成長をしなければなりません。さらには「グローバルな感覚を身に

付ける事」「多様性を理解し、コミュニケーションできる事」も必要なグローバル人

材としての条件として求められるようになるでしょう。

弊社では、急速にグローバル化が進むビジネス社会にあって、日本人の我々が「自己

研鑽」をかさね「自己進化」する事で、よりプロフェッショナリティの高い国際人材

として活躍することが出来るようになる為のプラットフォームの提供とサポート事業

をご提供致します。

弊社では以下のドメインでの事業展開を推進しております。

① 留学事業

② 大学・学校コンサルタント

③ キャリアアドバイス（セミナー事業）

④ 進学と就職におけるリサーチおよび情報提供

我々は、グローバルビジネス社会にあってスペシャリストとしての志を持った人材の

育成と、海外教育経験を通してグローバル人材となれるような教育支援事業を行うこ

とにより、今後の日本社会の成長に貢献致します。



弊社のロゴは、航海のイメージを想起させるよう作成されてい

ます。

人生は航海に例えられる事があります。移動交通手段として飛

行機が主流となった現代でも、依然として人は人生を航路に重

ね合わせるものです。それは航海に待ち受けている苦難や辛苦、

また順調な時もあれば困難な時にも遭遇する航海のあらゆる過

程が、我々の経験する人生そのものに通じるからに他なりませ

ん。

日本は島国であり、多くの若者が自分の理想を叶えるために海

を越えて、新しい地へと航海を行ってきました。昔の例では遣

唐使や天正少年使節団、また近代においても坂本龍馬を始めと

する明治維新からその後の日本を作るべく活躍した人物達がい

ました。彼らは海を渡り、苦難を乗り越える事で、新しい文化

や知識に触れ、それを日本に持ち帰ることで後世にも大きな影

響を残してきたのです。

我々の生きる現代では、急速なグローバル化により今までにな

く物や人の移動が進んでいるため、あらゆる局面で世界との結

びつきを考慮しなければなりません。故に現代では、どんな過

去にも増して、あらゆる人々が“世界”というステージでの自

分の「立ち位置」「役割」を意識することが求められるように

なっています。グローバル化した現代社会では、あらゆる人が、

それに合わせて自分自身の航海（キャリア）を見定めて決定す

る事が必要であると言えるでしょう。

実際の航海においては、船を進める為にはエンジンや帆といっ

た動力が必要不可欠であり、それは海外へ飛び出そうとする思

い切りや若さ、あるいは情熱に相当するでしょう。それらは駆

動力やエネルギーとなって、若者に海外で挑戦するという決

断・行動をとらせるモチベーションとしての役割を果たします。
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しかし、航海において明確な目的地に到達する為には、それだけでは充分ではあり

ません。こうした動力セクションとは別に、船の頭脳ともいえる操舵室がすべてを

正確にコントロールしてこそ、目的地に向かって航行することが可能になります。

その航海を成功させるには、海図、航海日誌、コンパスといった航行をサポートす

る、小さくはありますが重要なツールが不可欠であり、実際それら無くしては、困

難な航海の成功は有り得ないでしょう。

株式会社ログワークスは、我々の顧客となるすべての人が、人生という航海におい

て、最良のデスティネイション（目的地）に到達できるようコンパス（指針）のよ

うなソリューションの提供を目指しております。皆様の積み上げるべきログブック

（航海日誌）とも言える経験や実績の蓄積というプロセスにおいて弊社サービスが

貢献できれば光栄であり、それこそが我々の企業としての存在意義であると確信し

ております。

弊社のロゴは、帆船をイメージしたものであり、それは航海において表される人生

の歩みを象徴しています。またロゴに併用して２本の波線を入れることにより、波

と人生における航路の選択肢を表しています。（プランＡ、あるいはプランＢとし

ての２本線）

人生行路においては、つねにプランBの可能性を備える事により、我々は人生をよ

り豊かにしたり、ある時はイノベーティブであったり、さらには万が一の場合には

備えを設ける事が出来るのです。我々は、そうした人生行路におけるあらゆる可能

性のプラットフォームも、可能な限りご提案できる事を願っており、それらの想い

を託しそれをロゴに象徴させております。



住所：住所：住所：住所：

電話番号：電話番号：電話番号：電話番号：

ＦＡＸ番号：ＦＡＸ番号：ＦＡＸ番号：ＦＡＸ番号：

取引銀行：取引銀行：取引銀行：取引銀行：

代表取締役：代表取締役：代表取締役：代表取締役：

取締役：取締役：取締役：取締役：

取引先取引先取引先取引先

株式会社エイチ・アイ・エス, 株式会社ユナイテッドツアーズ, 株式会社STA TRAVEL, 筑波大学, 国立情報学

研究所, AAMT/Japio（日本特許情報機構）, 特許翻訳研究会

留学手配校留学手配校留学手配校留学手配校

東京理科大学, 東洋大学, 東洋学院大学, 武蔵大学, 青山学院大学, 昭和女子大学, 立教大学, 千葉大学, 聖心女子大

学, 立正大学, 日米会話学院, 桜美林大学, 明治学院大学, 工学院大学

海外取引先教育機関海外取引先教育機関海外取引先教育機関海外取引先教育機関

イギリスイギリスイギリスイギリス

カーディフ大学 (University of Cardiff), マンチェスター大学 (University of Manchester), グリニッジ大学

(University of Greenwich), ケント大学 (University of Kent), オックスフォードイングリッシュセンター

(Oxford English Centre), Oxford English Center（ロンドン）, Mayfair School of English（ロンドン）, 

Princes College（ロンドン）, Frances King School of English（ロンドン）, United International （ロ

ンドン）

フランスフランスフランスフランス

パリ・カトリック学院 (L'Institut catholique de Paris), トゥレーヌ学院 （Institut de Touraine）

エコール・パール（Ecole PERL）

ドイツドイツドイツドイツ

Carl Duisberg Centrum （ベルリン、ケルン、ミュンヘン）, マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベ

ルク （Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg）, 

アメリカアメリカアメリカアメリカ

カリフォルニア大学アーバイン校 （University of California, Irvine）, Language Systems International

（ロサンゼルス他）, FLS International（ボストン他）, Institute of Intensive English（ハワイ）

スペインスペインスペインスペイン

アルカラ大学 （Universidad de Alcala) 

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア

AIS セントヘレンズ （AIS St Helens institution）, オーストラリアカトリック大学 （Australian 

Catholic University）, ニューサウスウェールズ大学 （The University of New South Wales）, Sydney 

College of English（シドニー） Access Language Centre（シドニー）
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東京都渋谷区代々木1－30－15 天翔代々木ビル6F

03 6300 4911

03 6300 4915

三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿中央支店

河田容英

佐藤 徹



教育教育教育教育コンサルコンサルコンサルコンサル 大学・各種教育機関に対してのグローバル化促進のためのコンサル・改善事業を行っています。

留学留学留学留学事業事業事業事業 各社大手旅行代理店と提携し、留学プログラム作成、海外留学によるスキルアップサポートを提供。

企画企画企画企画・プランニング・プランニング・プランニング・プランニング 代理店向けのサポート事業として、各種企画、プランニングサービスを提供しています。

ITITITITサポートサポートサポートサポート ITビジネスへのサポート事業を提供しています。

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア開発開発開発開発 各種ソフトウェアの開発を、クライアントの要望に合わせた仕方で迅速に対応いたします。

企業企業企業企業研修研修研修研修 国内・海外を問わず、人材のスキルアップを目指した企業研修プログラムを提供しております。

カイゼンカイゼンカイゼンカイゼン トヨタのカイゼンを、研修により学ぶプログラムを提供。英語対応による研修も可能です。

MBAMBAMBAMBA留学留学留学留学 ヨーロピアンユニバーシティのプログラムを提供しています。
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“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”“For your the best destinations”

自己研鑽、自己進化の為の手段の提供自己研鑽、自己進化の為の手段の提供自己研鑽、自己進化の為の手段の提供自己研鑽、自己進化の為の手段の提供

ログワークスのビジネスコア

ResearchResearchResearchResearch

リサーチ

Seminar, Career adviceSeminar, Career adviceSeminar, Career adviceSeminar, Career advice

セミナー、キャリアアドバイス

ConsultantConsultantConsultantConsultant

コンサルタント

Study abroadStudy abroadStudy abroadStudy abroad

留学事業

統計情報の収集

有識者・専門家への訪問

情報と専門的知識の蓄積

海外拠点の設立サポート

大学外国人留学獲得

海外入試試験の開催

留学生向けの就職セミナー

就職適正テスト

人材会社との提携

海外大学

海外語学学校

日本の大学

日本語学校

海外窓口設立

海外エージェント

旅行会社（H.I.S ,  STA TRAVEL等）

開発公社、大使館、領事館

リロケーショングループ

加賀電子エディケーショナルマーケティング

EIKOスクールエディケーショナルネットワーク

大学キャリアセンター

アイデム・仕事研究所

日経BP

Manpower

テンプスタッフ

株式会社新卒採用



株式会社ログワークス LOGWORKS Co. ,Ltd.

東京都渋谷区代々木1－30－15 天翔代々木ビル6F

TEL: 03-6300-4911 FAX: 03-6300-4915


