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 2018 年 11 月 15 日 
報道機関 ご担当者 各位 
 

株式会社ＫＪホールディングス 
 

 

 

 

 
 
河合塾グループの株式会社ＫＪホールディングス（東京都豊島区所在：代表取締役社⻑ 佐藤佳

志）およびAMC空中美語⽂教事業股份有限公司（台湾台北市所在：代表者 胥宏達）は、今般
英語教育に関する戦略的な業務提携契約を締結いたしました。 

 
ＡＭＣ空中美語は、台湾において約４０年にわたり、実⽤的な英語教育向けの英語学習雑誌（⽉

刊英語雑誌｢空中美語｣）、中・高・大学生向けの英語副教材、英語検定対策書籍を発刊している他、
児童向け英語教室（4KIDS）の展開およびオンライン英語教育事業（空中家教）を⾏なうなど、総合
的な英語教育関連事業を展開しております。 

 
ＫＪホールディングスは、河合塾グループ関係会社株式の保有管理を⾏う持株会社で⼩学生から社会

⼈に⾄るまでの総合的な教育事業を展開しております。今般の提携によって、近年特にニーズの高い、グロ
ーバル時代に対応した、英語をコミュニケーションや情報収集の道具として使う観点に⽴った英語教育事業
をさらに進展させていく所存です。 

 
なお、提携の成果として検討していく新しい教育サービス等の取組については、今後具体化した段階で、

随時リリースを⾏なっていく予定です。 
 
 

記 
 
AMC空中美語事業概要  https://www.english4u.net/index.aspx 
・創業年：1979年 
・英語雑誌事業：初級、中級、上級の３段階の英語学習雑誌を学生向けに出版 
・教材事業：中学生〜大学生向けに英語学習⽤教材を出版 
・児童英語事業：⼩学生向けに英語教育事業をFC展開 
・オンライン英語教育事業：学生〜社会⼈向けに、多様なオンライン英語事業を展開 

 
以上  

     本件のお問い合わせは下記窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。 
 
 

 

 

 
<News Release> 

英語教育関連事業に関する戦略的業務提携について 

－ 本件に関する報道関係者様のお問い合せ先･取材申込先 － 
株式会社ＫＪホールディングス  担当 内田・櫻井 

         TEL：03-5928-0310 
受付時間：10：00〜17：00 （土・日・祝を除く） 
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Strategic business alliance of English education business 

 

  KJ Holdings Inc. 

 

KJ Holdings Inc. of Kawaijuku Group (hereinafter referred to as “KJH”, Toshima-ku, Tokyo 

JAPAN: Mr. Yoshiyuki Sato, President) and 空中美語文教事業股份有限公司(AMC) (hereinafter 

referred to as “AMC”, Taipei, Taiwan: Mr. Peter Hsu, Chairman) have concluded a strategic 

business alliance agreement of English education business. 

 

Over 40 years in Taiwan, AMC publishes English learning journals for practical English 

education (monthly English magazine”空中美語”), English supplementary materials for middle 

school /high school /university students and measure textbooks for English certification 

examination. Moreover, AMC is developing comprehensive English education business such as 

development of English classrooms for children (4KIDS) and online English education business 

(空中家教). 

 

KJH is a holding company that holds and manages the shares of affiliated companies of 

Kawaijuku Group and develops a comprehensive educational business from primary school 

students to member of society. Through this alliance, we are planning to further develop the 

English education business from the viewpoint of using English as a tool for communication and 

information gathering, responding to the global era, which has particularly high needs in recent 

years. 

 

New educational services we will consider as results of this partnership shall be released 

as necessary at the stage of embody. 

 

Business summary of AMC https://www.english4u.net/index.aspx 

*Founding year: in 1979 

*English magazine Business: Publishing three grade (beginners/intermediate/advanced) English 

learning magazines for students 

*Teaching materials Business: Publishing English learning materials for from middle school 

students to university students. 

*English Business for children: Franchise developing of English education business for primary 

school students. 

*Online English education Business: Developing of diverse online English business for from 

students to member of society. 
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Naoko Uchida / Junji Sakurai 

81-3-5928-0310 

 


