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設立背景

テックアカデミーを運営するキラメックスは  「世の中の自己実現の最大化」  をミッションとして掲げています。

インターネットによって時間と場所の制約から解き放たれたように、

次世代に必要な教育を普及させることで  個の選択肢、可能性をもっと伸ばすことができる  と考えています。

この想いを実現するためにテックアカデミーは事業を開始いたしました。

お陰様でこれまで3万人以上の受講生にテックアカデミーで学習していただいており、

自己実現のサポートを強化するために企業研修や転職支援、子ども向けサービスを展開してきました。

昨今、働き方の選択肢が広がる中で副業やパラレルキャリアに注目が集まっています。

テックアカデミーではそのニーズにお応えするために、

はじめての方でも副業にチャレンジしやすい環境  としてテックアカデミーワークスをご用意いたしました。

テックアカデミーワークスが  教育と社会をつなぐ役割  を担い、

「世の中の自己実現の最大化」に取り組んでまいります。



副業・フリーランス サポート

副業・フリーランス向け 案件紹介サービス

テックアカデミーワークス
副業・フリーランスで案件に取り組む際にクラウドソーシングサイトで案件に応募したり、直接クライアントへ営業活

動を行うなど、案件を獲得するための労力がかかってしまうケースが多いです。

テックアカデミーワークスでは独自にWeb制作の案件を多数ご用意しており、対象コースの受講終了後に実力判

定テストに合格することで、安心して案件に取り組んでいただくことができます。

現役エンジニアが
無料で納品までサポート

案件の報酬を得られる
1ヶ月以内に全員（※）に

副業の仕事を提供

メリット１ メリット２ メリット３

※実力判定テストに合格後、条件にマッチした　
　コーディングの案件にご応募いただいた方のみ



案件に取り組むまでの流れ

フロントエンド案件の場合

はじめての副業コース

or
フロントエンドコース

or
Webデザインコース

最終課題合格

テックアカデミーワークスの

実力判定テストに応募

（コーディング模擬案件） テックアカデミー案件応募用

Slackに招待

案件ごとのチャンネルに招待
案件を担当する

受講生にのみ連絡

専用チャンネルで募集中の案件

に応募

フロントエンド副業コース

の追加受講   or
2回目の実力判定テスト

合格

不合格

フロントエンド副業コースの
模擬案件6種の課題合格後
ワークスに審査なしで登録



案件に取り組むまでの流れ

Webデザイン案件の場合

Webデザインコース

最終課題合格

テックアカデミーワークスの

実力判定テストに応募

（Webデザイン模擬案件） テックアカデミー案件応募用

Slackに招待

案件ごとのチャンネルに招待
案件を担当する

受講生にのみ連絡

専用チャンネルで募集中の案件

に応募

デザイン実践ポートフォリオコー

スの追加受講

合格

不合格

すべての課題合格後
ワークスに審査なしで登録



取り扱う案件について

取り扱っている案件はサイト制作やLP制作、コーディング、バナー制作などを中心に

ECサイト立ち上げ、動画編集などの案件もございます



対象コース

■ はじめての副業コース

■ フロントエンド副業コース

■ フロントエンド副業セット

■ フロントエンドコース

■ Webデザインコース

■ Webデザインフリーランスセット

■ 動画広告クリエイターコース

※ その他のフロントエンドコース・Webデザインコースが含まれるセットも対象となります

https://techacademy.jp/course/first-sidejob
https://techacademy.jp/frontend-sidejob-bootcamp
https://techacademy.jp/frontend-sidejob-set
https://techacademy.jp/course/frontend
https://techacademy.jp/course/webdesign
https://techacademy.jp/webdesign-freelance-set
https://techacademy.jp/video-ad-bootcamp


はじめての副業コース

プログラミング未経験・初心者でも フロントエンドの副業ができるスキルの習得 を目指すコースです。

すべての課題修了後にテックアカデミーワークスの審査に合格することで、

現役エンジニアからサポートを受けながら実案件に挑戦 することができます。

4~16週間

プログラミング

学習

実案件

サポート

はじめての副業コース

テックアカデミーワークスの実

案件に応募し、

決定後メンターのサポートを受

けて実案件に挑戦

審査合格後〜

初心者向け

すべての課題合格後に

テックアカデミーワークス実力判定テストに

合格することでテックアカデミーワークスに

登録することができます



フロントエンド副業コース

フロントエンドでの副業を始めることを目的としたフロントエンド経験者を対象にしたコース （※）です。

模擬案件の課題修了後にテックアカデミーワークスの審査なしで登録 することができます。

現役エンジニアの専任メンターからサポートを受けながら実案件に挑戦 することができます。

12週間

プログラミング

学習

実案件

サポート

　　　　フロントエンド副業コース

初級経験者向け

専任メンターが

サポート

模擬案件の課題修了後に

実案件に応募し、

決定後メンターのサポートを

受けて実案件に挑戦

※はじめての副業コース修了または同等のスキルをお持ちの方が対象となるコースです

テックアカデミーワークスに加え
て、クラウドワークスのサポート
も可能です

本コース限定



フロントエンド副業セット

プログラミング未経験・初心者でもフロントエンドの副業ができるスキルの習得を目指すことができる

はじめての副業コースとフロントエンド副業コースをセットにしたコースです。

実案件に取り組むための手厚いサポートがついている ため安心してチャレンジすることができます。

4~12週間 12週間

プログラミング

学習

専任メンターが

サポート

はじめての
副業コース

　　フロントエンド副業コース

初心者向け
【サポート充実】

擬案件の課題修了後に

実案件に応募し、

決定後メンターのサポートを

受けて実案件に挑戦

テックアカデミーワークスに加え
て、クラウドワークスのサポート
も可能です

本コース限定

すべての課題合格後にテックアカデミーワークス実力

判定テストに合格することでテックアカデミーワークス

に登録することが可能ですが、

フロントエンド副業コースの学習を

優先していただくことを推奨しています



Webデザインコース

Webデザインの技術習得を目指すコースです。

すべての課題合格後にテックアカデミーワークスに応募することで、

現役エンジニアからサポートを受けながら実案件に挑戦 することができます。

4~16週間

プログラミング

学習

実案件

サポート

Webデザインコース

テックアカデミーワークスの実

案件に応募し、

決定後メンターのサポートを受

けて実案件に挑戦

課題合格後〜

初心者向け

すべての課題合格後に

テックアカデミーワークス実力判定テストに

合格することでテックアカデミーワークスに

登録することができます



Webデザインフリーランスセット

Webデザインの基礎から実案件の挑戦までカバーしているお得なセットです。

現役Webデザイナーが基礎から実案件の挑戦までを徹底サポートします。

6週間 6週間 12週間（課題合格後〜）

Webデザイン

学習

専任メンターが

サポート

Webデザイン
コース

デザイン実践

ポートフォリオ

コース

初心者向け
【サポート充実】

すべての課題合格後にテックアカデミーワークス

実力判定テストに合格することでテックアカデミー

ワークスに登録することが可能ですが、

デザイン実践ポートフォリオコースの学習を

優先していただくことを推奨しています

クラウドワークス案件に応募し、

決定後メンターのサポートを

受けて実案件に挑戦



フロントエンドコース

フロントエンドコースすべての課題合格後にテックアカデミーワークスに応募することで、

現役エンジニアからサポートを受けながら実案件に挑戦 することができます。

4~16週間

プログラミング

学習

実案件

サポート

フロントエンドコース

テックアカデミーワークスの実

案件に応募し、

決定後メンターのサポートを受

けて実案件に挑戦

課題合格後〜

※募集ページではテックアカデミーワークスの案内はありませんが、カリキュラムの最後に案内を入れております

すべての課題合格後に

テックアカデミーワークス実力判定テストに

合格することでテックアカデミーワークスに

登録することができます



動画広告クリエイターコース

動画広告制作のコツを基礎から学び、現役トップクリエイターのサポートを受け、

KaizenPlatformの実案件に挑戦することができるコースです。

8~20週間

動画広告

学習

実案件

サポート

動画広告クリエイター

コース

KaizenPlatformの実案件

に応募し、決定後に現役

クリエイターのサポートを受け

て実案件に挑戦

4週間（課題合格後〜）

KaizenPlatformでの副業を目指すコースのため、

　 カリキュラムではご案内しておりませんが、

ワークスで動画案件も取り扱っているため、

ご希望の場合はお問い合わせフォームより

サポートへご連絡ください。



よくある質問

案件の獲得方法から納品までの一連の流れを教えてください

クライアントからの案件受注はテックアカデミーが一括して行っております。

上記の案件に対してSlack上で募集し、ご担当いただくことが決定した後に、

案件開始〜納品までをメンターサポートのもと実施していただきます。

案件獲得のための営業やクライアントとの直接連絡は不要となりますので、

集中して案件に取り組んでいただくことが可能です。

案件に取り組んでいる中でわからないことも相談できますか？

コース受講中のメンターとは異なるメンターにはなりますが、

担当した案件のわからないことはメンターに相談することができ、

納品前にメンターのレビューを受ける形で進行いたします。

フロントエンド副業コース受講中にテックアカデミーワークスの案件に取り組む場合は、

案件のサポートはワークスメンターが行い、課題レビューや副業に取り組むための技術アドバイス、クラウドワー

クスで応募する案件のサポートなどをコースメンターが行います。

テックアカデミーワークスはいつまで利用できますか？

テックアカデミーワークス実力判定テストに合格またはフロントエンド副業コースの模擬案件の合格、デザイン実

践ポートフォリオコースのすべての課題に合格している方は期間の制限なくテックアカデミーワークスをご利用い

ただくことができます。



よくある質問

フロントエンド副業コースの受講後もテックアカデミーワークスを利用できますか？

レッスン1「模擬案件トライアル」の課題に合格している前提となりますが、引き続きご利用いただけます。「受講

終了後◯ヶ月まで〜」といった利用期限は現在はございません。

案件応募の際の審査基準を教えてください

応募時に提出いただくポートフォリオを中心に審査させていただいております。

ポートフォリオとして受講時の最終課題をご提出いただくことも可能です。


