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Web制作・プログラミングの
副業について



副業をはじめようとして挫折する理由

継続的に稼ぐのが難しい
一個仕事ができても後が続かない、心が折れる…

副業をはじめようとしても、以下のような理由で

挫折してしまう方が多いのが現状です。

何から勉強したらいいのかわからない
学習したことが副業に活かせるのかわからない…

自分一人でやりきれるか不安
実際に受けてもできなかったらどうしよう…

初仕事が獲得できない
実務経験が無いと初仕事を獲得するのが大変…

挫折
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挫折
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挫折
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挫折
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テックアカデミーで全て解決

1. はじめての方でも安心して学べる

2. 副業に必要なスキルを効率よく学べる

カリキュラム

3. 現役のプロのメンターによるマンツーマ

ンサポート

テックアカデミーなら、以下の2つの理由から

未経験からでも学習し副業をはじめることができます。

1. 現役のプロが納品までサポートするの

で安心して始められる

2. 最初の仕事の紹介を保証するので確

実に副業できる

3. 月5万円の安定した収入を目指せる

副業ができるようになる

充実の副業向けコース
受講生限定・ご利用無料の副業サポート

テックアカデミーワークス

理由

1
理由

2



テックアカデミーなら副業がはじめられる理由

テックアカデミーワークス

理由

1



❏ クラウドソーシングサイトで応募したけどなかなか採用されない

❏ 自分一人でやりきれるか不安で踏み出せない

❏ そもそもどうやって副業をはじめたらいいのかイメージがつかない

こういったお悩みを解決

副業・フリーランスサポートサービス

テックアカデミーワークス

副業って本当にできるの？

副業の１案件目を受注することって

実は結構難しいんです

副業がはじめられる理由①



副業・フリーランスサポートサービス

テックアカデミーワークス

現役プロのメンターが

納品までサポート
案件の報酬を得られる

1ヶ月以内に全員※に

副業の提供を保証

メリット１ メリット２ メリット３

※実力判定テスト合格された方が対象となります

テックアカデミーの副業サポート

テックアカデミーワークスでは独自に営業し獲得した

良質な案件のみをご用意しています。また、クライア

ントとの折衝もテックアカデミーが対応いたしますの

で、安心して制作・開発業務に専念していただけま

す。業務中のつまずきや不明点はメンターが確実に

サポート。実務経験の第一歩に最適な環境となって

います。

実務経験の第一歩に最適なサポート

はじめて副業・フリーランスに取り組みたい方を現役のプロがサポート

副業がはじめられる理由①



実際の副業案件

ご紹介する案件は、初心の方から業務経験者の方まで

ご対応いただけるよう幅広くご用意

大手洗剤メーカー Webサイト制作／2~3万円

大学　 Webページ制作／1~2万円

美容系　 Webサイト制作／3~5万円

観光会社 Webサイト制作／6~7万円

ECサイト Webページ制作／1~2万円

Webサイト制作

20~25万円
※複数名で実施

大手製造メーカー
Webページ制作

11~12万円
車メーカー

Webサイト制作

25~30万円
※複数名で実施

学校法人
Webページ制作

4~5万円
大手食品会社

累計案件数500件以上

注）実際の案件の一部となります。ま

た１案件を複数で実施する場合があ

り、一人当たりの報酬を示すものでは

ありません。契約上の理由により一部

内容を加工してあります。

副業がはじめられる理由①



副業を実施するまでの流れ

※フロントエンド副業コース、フロントエンド副業セットの受講を終えた方は中級以
上のスキルが身につくためテストなしで参加可能です。

副業がはじめられる理由①

対象コース受講

実力判定テスト

副業案件オファー

副業案件を実施

副業案件を納品

カリキュラムを理解していれば合格できる内容です。

全ての課題に合格して実力判定テストを目指します。

実力判定テストに合格でテックアカデミーワークス
から案件の紹介がきます。
初回案件の提供を100%保証しています。

テックアカデミー
受講

テックアカデミー
ワークス

メンターのサポートを受けながら実務に対応します。

報酬をお支払いいたします。

コースの受講からテックアカデミーワークスでの

副業の実施までの流れ



どのような案件を受けられてきましたか？

テックアカデミーワークスで副業されてる方の声

実際にテックアカデミーワークスで

副業されてる方の声をご紹介します

● ECサイトを新規に立ち上げです。簡単なコーディングをして、商品データを流し込む作業でした。ま

た、LP制作業務も行なっています。（会社員）

● LPのデザインを実装する案件、学校のWebサイトのリニューアルする案件を受けてきました。（育

児中）

● 動画制作会社のWebサイトリニューアルのお仕事をさせていただいています。（自由業）

テックアカデミーワークスでの収入はどのくらいですか？

● 現在は月4万円〜5万円位（会社員）

● まだ始めて間もないですが3案件を受注し9万円ほどです。（その他）

● 月5万円から多くて10万円近くになります。（営業職）

副業がはじめられる理由①



副業サポートに関する他サービス比較 副業がはじめられる理由①



テックアカデミーなら副業がはじめられる理由

充実の副業向けコース

理由

2



副業をやりたいが何を学んだらいいかわからない

❏ 実際に副業につなげるためにどんなスキルやノウハウが必要なの？

❏ 副業するにあたっての手順がわからない

❏ 忙しいので2個も3個もコースをうけたくない

❏ 副業につながることだけを効率的に学べる

❏ 8割以上の受講者が初心者

❏ 99,900円から自分のライフスタイルに合わせて学べる

テックアカデミーなら

副業のために作られた専用カリキュラム

はじめての副業コース

副業って本当にできるの？ 学習編 副業がはじめられる理由②



はじめての副業コースのご紹介

Web制作副業に必要なスキルが全て身につく

デザインの原則、レイアウト、実装まで副業に必要なWeb制
作スキルが網羅されたカリキュラム。現役エンジニアの徹底

サポートで、はじめての方でも挫折せずに実力を付けることが

できます。

副業を全員にご紹介、現役エンジニアが納品まで

サポート

全員※に副業の仕事をご紹介いたします。納品までメンター

がサポートいたしますので安心してご対応いただけます。副

業への第一歩を踏み出せます。

※実力判定テスト合格後に案件へご応募いただいた方が対象となります。

12週間Liteプランなら嬉しい99,900円
メンタリングの付かないLiteプランなら99,900円でご受講いた

だけます。メンタリングは受講が始まった後からでも追加する

ことができます。

はじめての副業コース

詳しい内容を見る副業スキル学習 副業実務サポート 低価格

副業がはじめられる理由②

https://techacademy.jp/course/first-sidejob


はじめての副業コースのご紹介

Webサイトを構築するためのコーディングを中心に、デザインの基礎や、ページの構成を決め

るためのプロトタイプの作り方まで、幅広い知識を網羅でき、副業に必要なスキルを短期間で

身につけることが可能です。

Webサイトを構築するための基礎言語
HTML基礎・応用

レイアウト・装飾
CSS基礎・応用

動き・インタラクティブな機能
jQuery/JavaScript基礎、応用

デザイン・ページ構成
Cacoo、Adobe Photoshop、Adobe XD

Webサイト制作の基礎知識
基本的な知識の学習

副業の実践
実力判定テスト後に副業案件の実施

副業がはじめられる理由②

学習・副業の内容



受講から副業開始までのスケジュール

はじめての副業コース16週間プランを受講された場合の

学習開始から副業の納品までのイメージ

副業がはじめられる理由②



副業サポートが付く他のコースのご案内

コーディングに特化した高度なスキルが学べる

フロントエンドコース

Webサイトをトレンドの技術で構築できるようになるコース。アニメーションやインタラク

ティブな表現、サーバとの連携など実装に欠かせない技術を学べます。※当コースから副

業サポートを利用する場合、すでにHTML/CSSコーディング技術をお持ちの方がステップアップのために受講さ

れることを推奨します。HTML/CSSコーディング技術をしっかり学ぶには、はじめての副業コースからご受講くだ

さい。

クラウドソーシングの活用を学べる

フロントエンド副業コース

クラウドソーシングサービスを最大限に活用するノウハウを学べるコース。テックアカ

デミーワークスの対象コースでもあるため、副業の幅を広げたいコーディング経験者

におすすめです。

コーディングとクラウドソーシングの活用まで学べる

フロントエンド副業セット

フロントエンドのコーディングにおいて副業ができるスキルの習得をし、クラウドソーシ

ングサービスの活用まで学びます。テックアカデミーワークスのご利用も可能な、オー

ルインワンのセットです。

副業がはじめられる理由②

デザインの実践力と、コーディングの基礎まで学べる

Webデザインコース

Webサイトのデザインの理論を学び、実際にツールを使ってサイト一式のデザインが

できるようになります。実際に動きをつけるコーディングの基礎も学ぶことが可能で

す。

https://techacademy.jp/course/frontend
https://techacademy.jp/frontend-sidejob-set
https://techacademy.jp/frontend-sidejob-set
https://techacademy.jp/course/webdesign


テックアカデミーの特長



選抜された現役のエンジニアやデザイナーであるメンター（講師）から

プログラミングやデザインを学べる受講者数No1のプログラミングスクール

テックアカデミーが選ばれる4つの理由

講師の質が違う、そんな講師が常に寄り添う
通過率10%未満の厳しい採用試験を通過し、実践スキルとコミュニケーション力を兼ね備えたプロのみが1,000人以上

在籍。「コーチング」による受講生の価値最大化をモットーとし、受講生に寄り添い学習をサポート。

実践的な力が身に付く改善を続けるカリキュラム
エンジニア・デザイナーが作ったカリキュラムはメンターや受講生のフィードバックから毎日のように改善され、常に最適

な状態を維持。週40件、月200件以上。3年で合計7,000件以上を修正している実績。

ライフスタイルに合わせられる、未経験にも優しい
常に学べるカリキュラムとチャットでのサポートで自分のペースで学習が可能。また、週2回のメンタリングでは一人一人

のわからないところに合わせて丁寧に説明。

副業の案件斡旋まで約束、転職支援も
Web制作の副業案件を全員に1ヶ月以内に提供。作業開始から納品までメンターのサポートを受けながら行えるため実

務の第一歩に最適。また転職支援は業界最大級の有効求人社1,000社以上保有しており様々なニーズに応えます。

魅力

2

魅力

1

魅力

3

魅力

4



初心者の方でも大丈夫 ※2021/1/1〜12/31の受講データより

受講生は9割以上が初心者の方

初心者の割合



受講後の満足度

テックアカデミー全体評価（ 5点満点） パーソナルメンターの総合評価（ 5点満点）

※2021/4/1-9/30の受講後アンケートより

総合満足度95.3%以上

メンターの評価は98.7%が満足と評価

平均：3.96点
4点以上：74.1%　3点以上：95.3%

平均：4.36点
4点以上：84.2%　3点以上：98.7%



受講後の声 ※2021/1/1-9/30の受講後アンケートより

テキスト学習とオンラインメンタ

リングで、ライフスタイルに合わ

せて受講しやすい。

メンターと週二回の面談がある

おかげでモチベーションが保て

てやり切れた。独学ではできな

かった。

メンターが寄り添ってくれるの

で、個性やスキルやレベルに合

わせて説明してもらえた。

実際に副業に繋がった。月5万
円稼げるようになった。

カリキュラムがわかりやすい。わ

からないところはすぐにきくこと

ができ、場合によっては図解もし

てくれた。

もちろん安い金額ではないが、

テキストとメンタリングのバラン

ス、自己実現の達成でトータル

コスパはいい。



なぜテックアカデミーでの
学習がいいのか



選び抜かれた講師

メンターは業界最高水準のプロフェッショナル

講師は全員が実務経験のあるプロのエンジニア・Webデザイナーです。

学習から副業までをサポートいたします。

メンターのスキル

疑問にすぐに対応できる

豊富な知識と実績

真摯で丁寧でわかりやすく

コミュニケーション能力

通過率10%の選考に合格した現役のプロ

● 現役で実務経験3年以上

● 実践的スキルを測る独自テストに合格

● コミュニケーション・コーチング力テストに合格



なんでも相談できる「あなたのためのメンター」がいるからやりきれる

現役プログラマー・デザイナーが専任でつく
週2回、1回30分マンツーマンレッスンを専属のメンターが行います。

直接話して「わからない」を解消できる
直接会話ができるので学習時のつまずきや不明点を確実に解消できます。一緒にプロ

グラムを書くペアプログラミングなども行うことができます。

学習以外の質問もOK
学習の質問がない場合でも、業界について、実務の現場の様子など、現役のプロにし

か聞けないことを質問をすることも可能です。

メンターと週二回のマンツーマンメンタリングがあるおかげで

モチベーションが保ててやり切れた。独学ではできなかった。

真摯に寄り添うサポート①　マンツーマンメンタリング

マンツーマンメンタリング



不明点を質問すると即時で回答がくる

現役のプロがオンライン上でスタンバイ
毎日15~23時（※）にチャットで素早く回答します。不明点をいつでも聞

けるので、学習のスピードアップに役立ちます。
※コースによってチャット対応時間が異なる場合があります

チャットの活用で「早さ」と「深さ」を
わからないところを文字にすることは、整理する上でとても大切なこと

です。力をつけるための大切な訓練となります。実際、チャットを使う

と進捗が大幅に高まります。

即返信がきて、悩んでいた時間がもったいなかった。

チャットで学習効率と理解が非常に高まった。

真摯に寄り添うサポート②　チャットサポート

チャットサポート



理解できるまで何度でもレビューしてもらえる

課題は学習を定着させるための必須要件
カリキュラムの内容をしっかりと理解していただくために課題を設定し

ています。課題を提出するとメンターが採点し、合否とあわせてアドバ

イスいたします。

理解できるまで何度でも
カリキュラムが進むにつれて課題の難易度も上がり、一回で合格しな

いこともあります。学習期間中はできるようになるまで何度でも課題レ

ビューを受けられるので、安心してチャレンジしてください。

毎回の課題で学習したことがこうやって活かせるのだと気づいた。

課題レビューがあることではじめて理解できた。

真摯に寄り添うサポート③　課題レビュー

課題レビュー

何度でも

レビュー

いたします



現役エンジニア・プログラマー・デザイナーが作成し7,000回以上更新

常にアップデート！トータル7,000回以上
メンターが改善すべき箇所を報告し、より良いカリキュラムになるよう

常にアップデートを行っています。

テキスト中心の実践的なカリキュラム
現場ではドキュメントを読み込んで業務を行います。実践で活用でき

る力を身につけるためにテキスト中心のカリキュラムを採用していま

す。

受講終了後もずっと閲覧できる
受講終了後もカリキュラムはずっと閲覧できます。またご要望があれ

ば最新版のカリキュラムへのアップデートも承ります。

テキストなので何度も読み返して学習できた。

わからないところはメンタリングで図解してもらえた。

真摯に寄り添うサポート④　カリキュラム

カリキュラム

常に最新

NEW



無料メンター相談のご案内



無料メンター相談の申請はお済みですか？

毎日8:00~24:00の間、当日1時間後から予約可能。

通過率10％の厳しい採用試験を突破した

現役エンジニアやWebデザイナーにお気軽にご相談いただけます。

不安や不明なことがある方はぜひご利用ください。

無料メンター相談の申請はコチラ

テックアカデミーのメンターに何でも相談できる

無料メンター相談のご案内

無料メンター相談のご案内

※当日1時間後
から予約OK！

https://techacademy.jp/my/htmlcss-trial/reserve-mentoring?utm_source=karte&utm_medium=pdf&utm_campaign=5min_new
https://techacademy.jp/my/htmlcss-trial/reserve-mentoring?utm_source=karte&utm_medium=pdf&utm_campaign=5min_new

