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カイシャとヒトと

Ryan Hagglund 
平具蘭土来安さん

   マイ英語スクール
代表取締役 兼 講師

   有限会社

（有）山形商美社は、多くの業種の屋外看板、店舗内装プロデュースを

手がけております。

この広報誌「MARK」では、私たちの施工例をご紹介すると共に、

お客様へ企業紹介を掲載させていただきます。また、東北芸術工科大学

の学生にインタビューを担当してもらい、これから社会に出る学生の

目線で、企業のトップとの会話をご覧いただきたいと思います。

「MARK」第 11 号では、現在、東北と関西にて質の高い英語教育を提供

している「有限会社マイ英語スクール」様に突撃してまいりました。

裏面からは、「株式会社ティスコ運輸」様の特集もご覧いただけます。

編集／東北芸術工科大学 グラフィック学科　村岡 光

（有）山形商美社
〒990-0827 山形市城南町3丁目7-6
tel:023-644-1417
mail:yamagata@syobisha.com

ヘイグランド　 　ライアン



　　　講師側の教育について

スクールでは、生徒だけでなく講師

側の教育にもこだわっています。

年に 10回程、講演者を招き、講師の

ためのトレーニングを行う機会を作って

おります。また、それぞれ異なる地域の

スクールで行うレッスンを講師が見学

できるシステムも設けています。

　 　少人数制へのこだわり

ひとクラスの定員は、最高でも 8名まで。

それを超えてしまうと、一人一人と向き

合えなくなってしまいます。

同時に、生徒もあまり伸びなくなって

しまうためです。何より「教育」にこだわる

マイ英語スクールならではのこだわりだと

思います。

　　　　これからのスクールについて

全国規模でのスクールの拡大を目指すと、

ビジネスが中心になってしまいがちです。

常に、質の高い「教育」を追い求める

マイ英語スクールでは、これからも

“今ある”スクールに全力を注ぎたいと

思っています。

　　　　山形商美社に施工を依頼してみて

たくさんの子どもが集まるスクールでは、

講師だけでなく、教室の「雰囲気」も

とても重要な要素のひとつ。ロゴや壁紙に

気を遣うことで、お客様の中にも、ブランド

イメージがしっかり残るようになりました。

とても使いやすい教室です。



マイ英語スクールとは
マイ英語スクールとは、東北と関西にてきめ細やかで

質の高いレッスンを提供している英語スクールです。

　　   「My」とはなにか

「My」には主に「自分、私の」といった意味があります。

しかし、My英語スクールの「My」には、新しく

「みんなの」といった意味を見出しています。

スクールは、生徒一人一人の間で共有されるもので

なければならないからです。

　　   スクールへのこだわり

スクールでは、年齢でなく個人のレベルによって

クラス分けをおこなっています。原則的に小学生クラス

の入学期間を 4月から 6月の 3ヶ月間に限定し、足並み

を揃えた状態で、生徒の上達を最優先した環境作りを

目指しています。

マイ英語スクール　代表取締役　平具蘭土 来安（Ryan Hagglund） 様、ありがとうございました！



マイ英語スクール店舗展開

西山形校（高堂）

　：改修工事、内装工事、サイン類

鶴岡校（SMALL）

　：テナント、内装工事、サイン類

日生中央サピエ校（兵庫）

　：テナント、内装工事、サイン類

山下駅前校（兵庫）

　：内装工事、サイン類

東根本校

南山形校

北山形校

酒田校

天童校

新庄校

鶴岡校　：H31.4 開校

西山形校：H31.4 開校

〈山形エリア〉

山下駅前校（兵庫県）

日生中央サピエ校（兵庫県）：H31.4 開校

〈関西エリア〉

My English School の概念

私共は、ビジネスの上にではなく、教育の上に立っています。

ビジネスよりも教育を最優先させています。私たちを頼ってきてくださる方々が、

いかに安心して、確実に英語を学ぶことができるかを常に考え、大きくはなくとも、

最高の英語教育を提供できることを目指し、日々努力を重ねております。

この理念を全うするために、まず第一に心がけていることは、講師トレーニングです。

常日頃からの講師へのきめ細かいサポート、そして定期的なトレーニングを入念に

行い、質の高い講師を養い育てています。

私たちの目指しているものは　“Not the biggest, just the best.”

どこよりも拡大することではなく、どこよりも高品質の英語教育を提供することです。

山形商美社では、新校設立に向け、　　
　家賃交渉や契約まで行ないました。

（有）山形商美社による施工

西山形校

日生中央サピエ校



ホームページ Facebook Instagram Twitter

弊社ではホームページやSNSの運営や、製作アドバイスも行っています。
ホームページにはMARKのバックナンバーを公開していますので、
是非ご覧になってみてください！
またブログやSNSで日常の出来事や活動内容も更新しています。

MARKバックナンバー　1～10 号各種ノベルティー製作

私たちは、お客様の夢や希望を「商業美術」の力で表現します。
私たちは、知恵と感性で街に、「優しさ」「楽しさ」「美しさ」を創造します。　　
私たちは、創造する喜びとともに成長し、「笑顔」と「感動」の溢れる毎日にします。　　　　 



社名
代表取締役
所在地

T E L
F A X
e-mail

ホームページ
Facebook
Instagram
Twitter

1964 年 法人登記

資本金
スタッフ
営業時間
業種

許可

所属団体

有限会社 山形商美社
服部 正
〒990-0827 
山形県山形市城南町 3丁目 7-6
023-644-1417
023-644-1416
yamagata@syobisha.com

https://www.syobisha.com
https://www.facebook.com/yamagatasyobisha/
https://www.instagram.https://www.instagram.com/yamagatasyobisha/
https://twitter.com/y_syobisha/

3,000,000 円
7 名
9:00～18:00
看板 ( サイン ) 工事の企画 ( デザイン )・設計・施工・管理・点検業務
建築内装工事の企画 ( デザイン )・設計・施工・管理
媒体物件・テナント物件の調査
グラフィックデザイン
( ロゴデザイン・キャラクターデザイン・イラストレーション )
広告企画・CM 制作・動画作成・イベントプロデュース・各種ノベルティ
他、上記に付帯する業務

建設業許可番号 山形県知事許可 内装仕上工事業 ( 般 -28) 第 100006 号
山形県屋外広告業 第 206 号
屋外広告士 第 7706 号 ( 服部 正 )
一級技能士 第 15-1-061-0001 号 ( 諏訪 和宏 )
屋外広告物点検技能修了者
◇　第 100793 号 ( 服部 正 )
◇　第 100393 号 ( 諏訪 和宏 )
◇　第 100394 号 ( 山川 和幸 )
◇　第 100395 号 ( 草彅 正幸 )
◇　第 103615 号 ( 藤巻 英樹 )
山形県商工会議所
山形県商工会議所青年部
山形県中小企業家同好会
山形県中小企業青年中央会
山形県屋外広告美術協同組合

こんにちは！MARK編集部です。

弊社が企画出版をしている「MARK」。
大好きな山形の元気な企業やお店を少しでも皆様にご紹介したい。そんな思いから、不定期には
なりますが出版してまいりました。
今回の号より、B5サイズにリニューアルしてお送りいたします。
「右綴じ」と「左綴じ」の両面開きです。

山形の地にある様々な「MARK」、( ランドマーク【landmark】地上の目印や、象徴になるような
建造物。トレードマーク【trademark】商標や特徴づける独自の外見等 )『マーク』を共通点として
この企画はスタートしました。お仕事等でご縁が出来た方の宣伝広告を記載しています。
また「MARK」は東北芸術工科大学の大学生に協力して頂き、学生、一般の人の目線でインタビュー
をし、記事にしております。今とても頑張っている企業やお店などをどんどん紹介して山形の地から
たくさんの元気を発信して行ければ幸いと思っています。
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