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                             2022 年 8 月 5 日 

報道関係者 各位    

 

「プログラミング教育 HALLO®」の開校速報！ 

この夏新たに 12 教室、9 月に 24 教室の開校が決定 

https://www.hallo.jp/   

・8 月 1 日（月）に文教堂の 3 教室目、HALLO 文教堂 グリーンコート校（東京・文京区）が開校 

・9 月には西日本エリアで鷗州塾（AIC エデュケーション）の併設校が新たに 17 教室 

・北海道、愛知、熊本など全国各地にネットワークを拡大中 

 

    

左： HALLO 文教堂 グリーンコート校（東京・文京区）、右： HALLO 鷗州塾 広島駅前校（広島・広島市） 

 

総合教育サービス事業の株式会社やる気スイッチグループ（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気ス

イッチグループ）と人工知能（AI）技術の研究開発スタートアップの株式会社 Preferred Networks（東京・千代田区、

代表取締役 最高経営責任者：西川徹、以下 PFN）は、両社の合弁会社である株式会社 YP スイッチ（東京・中央区、代表

者：高橋 直司、西川 徹）を通じて「プログラミング教育 HALLO®」（以下、HALLO）のフランチャイズ展開を進めてい

ます。この夏新たに 12 教室、9 月には 24 教室の HALLO の新規開校が決定しました。各教室ではそれぞれ体験会を実施、

夏休みから、あるいは新学期から新たにプログラミング学習を始める機会にしていただけます。（各教室にて受付中） 

 

HALLO はこれまでに、三鷹校（東京・武蔵野市）、本山校（愛知・名古屋市）、センター南校（神奈川・横浜市）の直営教

室をはじめ、やる気スイッチグループの個別指導塾「スクール IE®」や英語で預かる学童保育「Kids Duo®（キッズデュ

オ）」などの既存教室、さらには、他の習い事や学習塾での併設が拡大しています。加えて、昨年秋以降は異業種とのコラ

ボレーションで書店チェーンなどでの併設校も積極的に展開しています。8 月 1 日（月）には昨年 11 月にやる気スイッ

チグループとの協業を発表した、株式会社文教堂グループホールディングス（神奈川・川崎市）の 3 教室目となる「HALLO 

文教堂 グリーンコート校」（東京・文京区）を開校しました。さらに、今年 4 月にやる気スイッチグループとの協業を発

https://www.hallo.jp/classrooms/detail/2195/
https://www.yarukiswitch.jp/


                                

表した株式会社 AIC エデュケーション（広島・広島市）による学習塾「鷗州塾」において、広島県など西日本エリアを中

心に新たに 17 教室（開校済み教室を含み合計 27 教室）が 9 月に開校することが決まりました。HALLO はこれまでも異

業種からの新規参入が盛んで、西日本エリアで「JEUGIA」ブランドの音楽教室で親しまれている株式会社十字屋（京都・

京都市）、楽器販売および音楽教室「タンザワ楽器店」の株式会社丹澤楽器店（静岡・沼津市）、「宮地楽器」の株式会社宮

地商会（東京・千代田区）にも本業店舗に併設する形で複数の HALLO 教室が開校しています。 

 

HALLO は PFN が開発し、第 18 回（2021 年度）日本 e-Learning 大賞を受賞したプログラミング教材 『Playgram™（プ

レイグラム）』と「やる気スイッチ」の入る指導メソッドを組み合わせた本格的なプログラミング教室です。 

➤HALLO 公式サイト：https://www.hallo.jp/ 

 

【HALLO の新規開校スケジュール（2022 年 7～9 月）】 

6～8 月の新規開校予定： 

HALLO JEUGIA フォーラム京都御所南校（京都・京都市）  

HALLO 岡崎羽根校（愛知・岡崎市） 

HALLO 京大個別会 原町本校（福島・南相馬市） 

HALLO 京大学館 阿武山校（大阪・高槻市） 

HALLO タンザワ楽器 長泉センター校（静岡・駿東郡） 

HALLO AINet 広島支店校（広島・広島市） 

HALLO ドコモショップ 吹田店校（大阪・吹田市） 

HALLO スポーツクラブアレスト 玉名校（熊本・玉名市） 

HALLO 子ども英語教室 English Factory 校（愛知・名古屋市） 

HALLO 個別総合学習塾ロイヤルアカデミー 神吉校（兵庫・加古川市） 

HALLO 教育空間 きたがわ校（埼玉・深谷市） 

HALLO 文教堂 グリーンコート校（東京・文京区） 

 

9 月の新規開校予定： 

HALLO にじいろ ACADEMY 春日井駅前校（愛知・春日井市） 

HALLO 鷗州塾 広島駅前校（広島・広島市） 

HALLO 鷗州塾 己斐校（広島・広島市） 

HALLO 鷗州塾 呉校（広島・呉市） 

HALLO 鷗州塾 五日市校（広島・広島市） 

HALLO 鷗州塾 皆実校（広島・広島市） 

HALLO 鷗州塾 徳山校（山口・周南市） 

HALLO 鷗州塾 緑井校（広島・広島市） 

HALLO 鷗州塾 宮内校（広島・廿日市） 

HALLO 鷗州塾 向洋校（広島・安芸郡） 

HALLO 鷗州塾 三原校（広島・三原市） 

HALLO 鷗州塾 倉敷校（岡山・倉敷市） 

HALLO 鷗州塾 妹尾校（岡山・岡山市） 

HALLO 鷗州塾 下松校（山口・下松市） 

HALLO 鷗州塾 岡山駅前校（岡山・岡山市） 

HALLO 鷗州塾 宇品校（広島・広島市） 

https://www.hallo.jp/


                                

HALLO 鷗州塾 都島校（大阪・大阪市） 

HALLO 鷗州塾 西原校（広島・広島市） 

HALLO にじいろ教室神辺道上校（広島・福山市） 

HALLO abbey 表山校（愛知・名古屋市） 

HALLO R-E ラボ 森ノ宮校（大阪・大阪市） 

HALLO 北島町 abcshop 校（徳島・北島町） 

HALLO au ショップ 東光校（北海道・旭川市） 

HALLO ILCA 都留校（山梨・都留市） 

 

HALLO の特長のひとつは、ゲーム感覚で子どもが夢中になって取り組むことができるプログラミング教材『Playgram』。

ブロックを組み合わせる日本語のビジュアル言語からスタートし、Python でのビジュアル言語、そして実用レベルのテキ

ストコーディングまで無理なく身に付けることができる PFN が開発した”超本格派教材”。 

もうひとつの特長は、お子さまのレベルや学習ペースに合わせた一人ひとりに個別最適化されたレッスン。理解度や進度

などを把握できる学習管理システムを活用することで、効率的・効果的な指導を行います。 

レッスンでは毎回タイピング練習、さらに月に 1 度は自身が作った作品の発表を実施。問題解決力や思考力、プレゼンテ

ーション力など 21 世紀に必要とされるスキルも育みます。また、必修化された小学校や中学校のプログラミング授業に

対応しているほか、2025 年の大学入学共通テストから新科目として追加される「情報 I」にも順次対応中。プログラミン

グを早めに始めることで得意科目にでき、お子さまが自信をつけることにもつながります。年長生から受講が可能です。 

➤Playgram 公式サイト：https://playgram.jp/  

 
ビジュアル言語［日本語］（左）からビジュアル言語［Python］（中央）、テキストコーディング［Python］（右）へと 

実用レベルまで無理なくステップアップできる「ミッションモード」 

以上 

プログラミング教育 HALLO® 

「プログラミング教育 HALLO®」は、人工知能（AI）技術の研究開発で日本を代表する株式会社 Preferred Networks

が開発したプログラミング教材 『Playgram™（プレイグラム）』と株式会社やる気スイッチグループ（やる気スイッチ

グループ）ならではの「やる気スイッチ」の入る指導メソッドを組み合わせた、新しいプログラミング教室として、

2020 年 8 月に誕生しました。 

Playgram は小学生をメインターゲットにした、年長生（6 歳児）から中学生まで学べる本格的なプログラミング教材

で、HALLO では、自宅学習・教室でのコーチングによる指導・成果発表を繰り返し、小さな成功体験を積み重ねながら

学びが続く学習サイクルを築きます。また、プログラミング学習を通じてプログラミングの技術や才能を伸ばすだけでな

く、問題解決力や思考力といった 21 世紀に必要とされるスキルを育み、子どもたちの未来の可能性を拡げることを目指

します。やる気スイッチグループと PFN は 2020 年 12 月に合弁会社として設立した株式会社 YP スイッチを通じて、

HALLO のフランチャイズパッケージの開発と拡販・導入支援を進めています。 

公式サイト URL：https://www.hallo.jp/  

 

 

本件に関するお問い合せ 

株式会社 やる気スイッチグループ 

広報部：金沢・須田 TEL： 03-6845-1111 

Mail：t_kanazawa@ysg.co.jp, i_suda@ysg.co.jp  

https://playgram.jp/
https://www.hallo.jp/
mailto:t_kanazawa@ysg.co.jp
mailto:i_suda@ysg.co.jp

