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個別指導塾「スクール IE®」

2022 年 オリコン顧客満足度®ランキング
5 年連続 3 冠、個別指導塾で唯一の 5 冠を獲得
https://www.schoolie-net.jp
・「高校受験 個別指導塾 東北」「高校受験 個別指導塾 北関東」「高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸」
「高校受験 個別指導塾 東海」「大学受験 個別指導塾 現役 首都圏」の各ランキングで総合1位

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）が展開する個別
指導塾「スクール IE®」は、2022 年「オリコン顧客満足度®ランキング」で、「高校受験 個別指導塾 東北」「高校受験
個別指導塾 北関東」「高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸」「高校受験 個別指導塾 東海」「大学受験 個別指導塾 現役
首都圏」の各ランキングで総合 1 位を獲得しました。（※）前年の 4 年連続トリプル受賞を上回り 5 年連続、そして、個
別指導塾で唯一の 5 冠受賞を果たしました。

【過去の受賞履歴（顧客満足度 総合 1 位）】
2021 年
高校受験 個別指導塾 東北、高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸、高校受験 個別指導塾 東海、大学受験 個別指導塾
現役 首都圏
2020 年
小学生 個別指導塾 首都圏、高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸、大学受験 個別指導塾 現役 首都圏
2019 年
小学生 個別指導塾 首都圏、高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸、高校受験 個別指導塾 東海
2018 年
小学生 個別指導塾 首都圏、高校受験 個別指導塾 近畿、大学受験 個別指導塾 現役 首都圏
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【各ランキングの評判および顧客の声】
高校受験 個別指導塾 東北： 【総合 1 位】スクール IE の評判・口コミ
同ランキングでは昨年に続いて１位を獲得。全８項目の評価項目のうち、「成績向上・結果」「講師」など７項目で１位
を獲得。また宮城県ランキングでは3年連続１位。
顧客の声：「本人の苦手なところを重点的に指導していただいた。」（50代/男性）「模試の結果などから弱点など受験に
向けて対策を考えてくれた。時間配分など解答のコツは塾に通ってないと教えてもらえないので良かったです。」（40代/
女性）「学校からの受験情報が遅いし少ないので 塾からの情報が頼りになる。」（40代/女性）など。
※URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-highschool-individual/tohoku/
（高校受験を対象とする個別指導塾に通年通学している（したことのある）現役中学生/高校生の保護者900人による、高
校受験 個別指導塾 東北別 比較・評判の内、スクールIEを選んだ利用者の声や各項目の得点）
高校受験 個別指導塾 北関東： 【総合1位】スクール IEの評判・口コミ
同ランキングでは、初めて１位を獲得。
顧客の声:「個別なので、子供の進度に合わせてくれること。」（40 代/女性）「講師のやる気、責任感が凄い。生徒がや
る気を出せるよう常に考えてくれている」（40 代/男性）「子供のやる気を引き出してくれた。」（40 代/女性）など。
※URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-highschool-individual/kitakanto/
（高校受験を対象とする個別指導塾に通年通学している（したことのある）現役中学生/高校生の保護者766人による、高
校受験 個別指導塾 北関東別 比較・評判の内、スクール IE を選んだ利用者の声や各項目の得点）
高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸：

【総合1位】スクール IEの評判・口コミ

同ランキングでは4年連続１位を獲得。スクールIEとしての連続首位記録も更新。
顧客の声:「個人の習熟度に合わせたテキストを使用し、本人の性格に合わせた先生を担任にしていただきとても勉強し易
い環境だったと思います。」(40代/女性)「なんとか授業内容が理解出来るようになったこと。前向きな思考になった。希
望高校に合格出来たこと。」(50代/女性)「個別なのでレベルに応じた授業であり、わからない点を質問しやすかった。」
(50代/女性)など。
※URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-highschool-individual/koshinetsu-hokuriku/
（高校受験を対象とする個別指導塾に通年通学している（したことのある）現役中学生/高校生の保護者1,076人による、
高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸別 比較・評判の内、スクールIEを選んだ利用者の声や各項目の得点）
高校受験 個別指導塾 東海： 【総合1位】スクール IEの評判・口コミ
同ランキングでは昨年に続いて１位を獲得。またすべての評価項目でも１位の評価を獲得。
顧客の声:「とても親切に子供に寄り添って指導してくれました。塾に行くのを毎回楽しみに通っていました。」（50 代/
女性）「個別指導だから娘のわからないトコをしっかり見てもらえる。レベルにあった指導が受けられる。」（40 代/女
性）「本人の希望にそった、たくさんの情報と、的確な受験対策。担任制による信頼。」（40 代/女性）など。
※URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-highschool-individual/tokai/
（高校受験を対象とする個別指導塾に通年通学している（したことのある）現役中学生/高校生の保護者 1,870 人による、
高校受験 個別指導塾 東海別 比較・評判の内、スクール IE を選んだ利用者の声や各項目の得点）
大学受験 個別指導塾 現役 首都圏：

【総合1位】スクール IEの評判・口コミ

全８項目の評価項目のうち、「成績向上・結果」「講師」など6項目で１位を獲得。3年連続5度目の受賞。
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顧客の声:「とにかく説明が分かりやすく、生徒のやる気を引き出す内容の授業であった。」(20 代/男性)「生徒と講師の
距離が近い。個別で熱心に対応してくれる。柔軟なスケジュールが組める。」(20 代/女性)「フレンドリーな感じで勉強
面以外にも精神的にサポートしてもらえることが多い。」(10 代/男性)など。
※URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-college-individual/syutoken/
（現役高校生を対象とした個別指導塾に通年通学している高校生、または通年通学していた大学・短期大学の受験経験者
1,097 人による、大学受験 個別指導塾 現役 首都圏別 比較・評判の内、スクール IE を選んだ利用者の声や各項目の得
点）
スクール IE は生徒一人ひとりの個性に合わせたカリキュラムと指導方法で、今後もさらなる顧客満足度向上を目指しま
す。小中学生・高校生向けの「オーダーメイド冬期講習」も全国の 1,000 以上の教室でお申し込み受付中。
以上
【2022 年 オリコン顧客満足度®調査 高校受験 個別指導塾 調査概要】
■調査主体：株式会社 oricon ME
■調査方法：インターネット調査
■サンプル数：（東北）900 人（北関東）766 人（甲信越・北陸）1,076 人（東海）1,870 人
■規定人数：東北/北関東/甲信越・北陸 50 人以上、東海 100 人以上
■調査期間：2022/04/26～2022/07/19、2021/04/27～2021/06/28、2020/06/18～2020/07/17
■調査対象：性別：指定なし、年齢：中学生の保護者：男性 32～69 歳 女性 30～69 歳 高校生の保護者：男性 35～69
歳 女性 33～69 歳、条件：以下どちらかの条件を満たす人
1)高校受験を目的とした個別指導塾に通年通学している中学生の保護者
2)中学生の時に高校受験を目的とした個別指導塾に通年通学していた高校生の保護者
■調査企業数：（東北）23 社、（北関東）26 社、（甲信越・北陸）30 社、（東海）33 社
■定義：高校受験を目的とし、中学生を対象に一人一人に合わせたカリキュラムで個別指導を行っている塾
ただし、以下は対象外とする
1)高校受験向けではない塾、2)中高一貫校生向けの塾、3)一部の教科のみを扱っている塾、4)学校内個別指導塾
【2022 年 オリコン顧客満足度®調査 大学受験 個別指導塾 現役 首都圏 調査概要】
■調査主体：株式会社 oricon ME
■調査方法：インターネット調査
■サンプル数： 1,097 人
■規定人数： 50 人以上
■調査期間：2022/04/25～2022/07/28、2021/04/22～2021/06/28、2020/06/02～2020/07/27
■調査対象：

性別：指定なし

年齢：大学・短期大学進学を希望する現役高校生：15 歳～18 歳/大学・短期大学の受験

経験者：18 歳～22 歳 地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、条件：以下どちらかの条件を満たす人
1)現役高校生を対象とした個別指導塾に通年通学している高校生
2)現役高校生を対象とした個別指導塾に通年通学していた大学・短期大学の受験経験者
■調査企業数：35 社
■定義：大学受験を目的とし、現役高校生を対象に一人一人に合わせたカリキュラムで個別指導を行っている塾
ただし、以下は対象外とする
1)難関大学、医学部、美大、音大等に特化した塾、2)一部の教科のみを扱っている塾、3)学校内個別指導塾
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スクール IE®
全国で 1,000 以上の教室を展開するスクール IE®は、生徒一人ひとりの個性や学習関連能力に合わせたオーダーメイドの
個別指導塾。スクール IE は、独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに各単元の設問や難易度を
設定したオーダーメイドテキスト（夢 SEED）を作成し、生徒一人ひとりの目標設定に合わせて最適な学習計画を立てる
ことで、効果的・効率的な学習ができるようにすることが特長です。また、生徒の個性と相性のいい講師とマッチング
し、お子さまのやる気を最大限に引き出しながら、苦手克服・成績アップ・志望校合格、そして夢の実現をサポートしま
す。
スクール IE は、2022 年「高校受験 個別指導塾 東北」「高校受験 個別指導塾 北関東」「高校受験 個別指導塾 甲信
越・北陸」「高校受験 個別指導塾 東海」「大学受験 個別指導塾 現役 首都圏」の各ランキングで総合 1 位に輝き、5
年連続 3 冠、個別指導塾で唯一の 5 冠を獲得しました。
公式サイト URL：https://www.schoolie-net.jp

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は、個別指導塾「スクール IE®」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイ
ズ®」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe®（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo®（キッズデュ
オ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン®」、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル
（KDI: Kids Duo International®）」「アイキッズスター（i Kids Star®）」の 7 つのスクールブランドを展開する総合
教育サービス会社として、現在国内外でおよそ 2,000 以上の教室を展開し、12 万人以上の子どもたちの学びをサポート
しています。2020 年には「プログラミング教育 HALLO®」「英語みらいラボ 能見台」「思考力ラボ」といった新しい
学びのサービスを立ち上げました。
やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもた
ちの夢と人生を応援します。公式サイト URL：https://www.yarukiswitch.jp/
やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。
フランチャイズオーナー募集サイト URL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/

本件に関する報道関係のお問い合せ
株式会社 やる気スイッチグループ
広報部：須田・小笠原
TEL： 03-6845-1203（受付時間 平日 10：00～18：00）
Mail：i_suda@ysg.co.jp, chi_ogasawara@ysg.co.jp
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