日本と海外で ＿ 旅する・学ぶ・暮らす・働く

英国生まれのアフィニティ

London Paris Dusseldorf Tokyo Osaka Fukuoka
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グローバル、欧州、アフィニティ。
株式会社アフィニティは、日本とイギリス、ドイツ、フランス、イタリアなどヨーロッパで事業展開をする日系企業グループの日本法人です。
グループの事業は、
「欧州現地情報誌
（フリーペーパー）発行」
「トラベル」
「留学・教育」
「語学学校経営」
「人材紹介・派遣」など、
海外と日本を結ぶ各事業を、それぞれの業界・市場におけるプロフェッショナルとして経験と実績を重ねてきました。
そして、今、株式会社アフィニティと海外のグループ企業が連携し、近年のグローバル化や急激な市場環境の変化に対応する
商品・サービスのご提案を通じ、海外と日本の架け橋としてお客様のお役に立てるよう日々取り組んでおります。

事業ドメイン
個人のお客様へ

会社概要
日本と海外で「学ぶ」
「旅する」
「暮らす」
「働く」を

会社名：株式会社アフィニティ

テーマに、知識や経験を広げるプログラムや

本店： 〒107-0061  
東京都港区北青山2-7-25 神宮外苑ビル3F

サービスを開発、提供する。
海外展開や海外市場の取り込みなどに活かして

法人のお客様へ

いただける商品・サービスの開発、提供を通じて、
お客様の事業に貢献する。

代表者：代表取締役 森 美江
設立： 2000年10 月
資本金：5,000万円
電話： 03-5474-6231 / 6233
FAX：

アフィニティの強み

03-5474-6236

事業所：東京オフィス
〒107-0061  東京都港区北青山2-7-25 神宮外苑ビル3F

● 当社グループ企業の長年にわたる事業経験により、

大阪オフィス（提携オフィス）

現地マーケットやコミュニティに関する知識とアクセスがあります。

〒532-0021  大阪市淀川区西中島3-18-9 日大ビル3F

● 当社グループの他、国内外の信頼できるネットワークにより、

福岡オフィス

ワンストップサービスやお客様のニーズに合わせた柔軟なサービスが可能です。

〒812-0024  福岡市博多区綱場町1-16 多田ビル5F

● 安心してご依頼、お任せいただけるよう、信頼と安心をモットーに、
きめ細かいサポートを提供いたします。

事業内容
アフィニティ・ランゲージ

アフィニティ・トラベル

アフィニティ・エデュケーショナル

海外格安航空券（留学生用・イン

イギリス・フランス・ドイツ及び

英語教材、試験対策の著書多数の

バウンド商品・海外出張者用・海

他英語圏における留学・ワーホリ

ネイティブ講師によるＩＥＬＴＳ英

材紹介、キャリアコンサルティン

外旅行者用）
、その他海外旅行商

プログラムの開発、斡旋、サポー

語試験対策、ビジネス英語、翻訳

グの提供

品、海外旅行障害保険の販売

トの提供

ネイティブチェック

東京都知事登録旅行業 3-4839
社団法人日本旅行業協会正会員

ＮＰＯ法人留学協会正会員、ＮＰＯ留学 /
ブリティッシュカウンシル認定カウンセラー
常勤

英語教育資格
（RSA Cambridge TEFL
Cert）保有者常勤

海外、日本におけるグローバル人
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株式会社アフィニティ及びグル ープの沿革
ロンドン

1997 年

1978 年創業 Gendai Travel Ltd（トラベル）承継、KLM オランダ航空英国総代理店として開業

ロンドン

2000 年

Gendai Guest House, London（プチホテル）開業

東京

2000 年

株式会社アフィニティ（トラベル・海外留学）設立、開業

ロンドン

2001年

アフィニティハウス（長期滞在者用フラット）開業

東京

2001年

株式会社アフィニティ 語学事業（語学教育）開始

ロンドン

2004 年

Bloomsbury International UK Ltd（語学学校）設立・開業

東京

2004 年

Bloomsbury International UK Ltd, 日本オフィス開設

ロンドン

2005 年

Eikoku News Digest Ltd（出版）承継、1985 創刊「英国ニュースダイジェスト」リニューアル版発行開始

パリ

SARL France News Digest（出版）承継、1990 年創刊「フランスニュースダイジェスト」リニューアル版発行

デュッセルドルフ

Doitsu New Digest DmbH（メディア）承継、1994 年創刊「ドイツニュースダイジェスト」リニューアル版発行開始

デュッセルドルフ

2006 年

Career Connections GmbH（人材紹介）設立、
「キャリアコネクションズ・ヨーロッパ」開業

パリ

2007 年

Voyages à la Carte（トラベル）設立・開業

ロンドン

Japan Travel Centre トラベル部門を承継、英国アウトバウンド事業開始

東京

2007 年

株式会社アフィニティ 人材紹介事業「キャリアコネクションズジャパン」開業

東京

2009 年

株式会社アフィニティ 一般人材派遣事業開始

デュッセルドルフ

2012 年

「Japan Digest」
（ドイツ語日本情報誌）創刊

ヨーロッパ

2012 年

News Digest、グラフィックデザイン・Web デザイン制作事業開始

ロンドン

2013 年

Gendai Travel Ltd, 九州観光専門サイト「Kyushu Japan Holidays」開設

福岡

2013 年

Japan Travel Centre 福岡サポートオフィス開設

福岡

2013 年

株式会社アフィニティ（トラベル）福岡オフィス開設

大阪

2014 年

株式会社アフィニティ（留学）と株式会社クロスオーシャンと事業提携、大阪カウンセリングオフィス開設

福岡

2014 年

株式会社アフィニティ（留学）福岡カウンセリングオフィス開設

東京・福岡

2015 年

株式会社アフィニティ（旅行・留学）インバウンド事業開始

アフィニティ・グル ープ
英国 / ドイツ
ニュースダイジェスト

ブルームズベリー・
インターナショナル

現地ニュースと生活に役立つ情報

豊富な経験と資格を兼ね備えた教

ロンドンの中心部オックスフォー

や各種コラムを、イギリス、ドイツ

師陣による英語教育を提供。ニー

ド・サーカスへも徒歩圏内のゲス

ナルの学生寮は、英語を勉強す

から発信しています。

ズに合わせた語学研修で、ビジネ

トハウス。Wi-Fi、携帯電話の無料

るために世界中から集まる本校

英国ニュースダイジェスト
www.news-digest.co.uk

ス英語のスキルアップをサポート

貸し出し、ヒースロー空港への送

の学生と交流しながらロンドンで

します。

迎サービスも行っております。

Bloomsbury International
6-7 Southampton Place
London WC1A 2DB
+44 (0) 20 7242 2234
www.bloomsbury-international.com
info@bloomsbury-international.com

Gendai Guest House
38 Albany Street, London NW1 4EA
+44 (0)20 7387 9125
www.gendai-guesthouse.co.uk
ggh@gendai.co.uk

ゲンダイトラベル

ジャパン・トラベル・センター

フィリピン・アイランド・
コネクションズ

●

ドイツニュースダイジェスト
www.newsdigest.de
●

コーポレートサイト
newsdigest-group.com
●

ゲンダイ・ゲストハウス
リージェンツ・パークのすぐそば、

ブルームズベリー・
インターナショナル学生寮
ブルームズベリー・インターナショ

の生活を体験したいと願う学生に
とって理想的な宿泊施設です。学
生寮は安全な地域として知られる
Zone2の居住区Archwayに位置
しています。
Bloomsbury International Student
Residences

ボヤージュ・アラカルト

英国・日本間の格安航空券、現地

日本行き格安航空券、JR パスはも

ツアー、ユーロスター、ホテルなど、

ちろん、お得なホテル・旅館宿泊

フィリピン、セブ島などへの格安

ご希望にあわせて日本人スタッフ

込みのパッケージツアーなど幅広

航空券、フィリピン国内線航空券、

ター、ホテルなど日本人スタッフ

が手配をいたします。

くご用意。日本への旅行が決まっ

ホテルの手配をいたします。

がお手伝いいたします。

Philippine Islands Connections
6 Southampton Place,
London WC1A 2DB
+44 (0)20 7404 8877
www.pic-uk.com
travel@pic-uk.com

Voyage à la Carte
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)1 42 96 91 20
www.voyages-alacarte.fr
travel@voyages-alacarte.fr

Gendai Travel
6 Southampton Place,
London WC1A 2DB
+44 (0)20 7404 5375
www.gendai.co.uk
travel@gendai.co.uk

たら、まずはご相談ください。
Japan Travel Centre
6 Southampton Place,
London WC1A 2DB
+44 (0)20 7404 5375
www.japantravel-centre.com
enquiry@japantravel.co.uk

フランス・日本間の格安航空券は
もちろん、現地ツアー、ユーロス

株式会社 アフィニティ
〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-25 神宮外苑ビル 3Ｆ
留学事業部：03-5474-6231
旅行事業部：03-5474-6233
FA X：03-5474-6236

www.affinity-japan.com

内閣府認証 NPO 法人留学協会 正会員 / 東京都知事登録旅行業第 3-4839 社団法人日本旅行業協会正会員 / ブリティッシュカウンシル公式資格取得カウンセラー常勤 / 英語教育コンサルタント (RSA Cambridge TEFL Cert) 常勤
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