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運営会社
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株式会社 エクシード

Education（教育） X（数学のX） SEED（種を植える）

2011年7月創業

初仕事の河合塾グループのWeb戦略プロジェクトで

教育の社会的意義を感じ、強みであるITを切り口に

「教育とIT」を事業ドメインに

教育に関することであれば何でもやって

未来に良い種を植えたい、という想いで命名



教室概要
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テックフォーエレメンタリー

Technology ELEMENTARY（小学生、初心者）

2015年8月 長野県松本市、神奈川県平塚市にて

ワークショップ（一日体験）を開催

2016年4月 講師の安定的な確保や授業の品質担保から、

映像授業を活用したFC事業に転換

2022年1月 全国260教室が加盟

紹介動画URL：
https://youtu.be/QrurtOVxZ7c

https://youtu.be/QrurtOVxZ7c


なぜこの事業？
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ミッション

一人でも多くの子どもたちにプロ

グラミングの機会を提供する。

プログラミングを通じ、試行錯

誤・創意工夫する姿勢を身につけ

てほしい。

ビジョン

プログラミング教育における地域

格差を解消する。住んでいる場所

に関係なく、どこの子どもでもプ

ログラミング教育を受けられるよ

うにしたい。

Why this business?

原体験

子供のころのプログラミング体験

がとても楽しく、今の子ども達に

もプログラミングの楽しさを共有

したい、というのが根底にある。



特徴

映像授業活用した、

子ども向けプログラミング教室の

パイオニア

1

5

日本最大規模の実績

（42都道府県、241市区町村、

合計260教室が加盟）

先生を別途雇う必要が無く、

素人でも開講が可能

（パソコンが先生替わり）

初期費用/ロイヤリティが

比較的安価
（数万円で開講、数千円で維持）

3 4
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加盟教室の地域・業態
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123

48 52

15 12

28
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北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 海外

35%

23%

14%

12%

6%
6%

2% 1% 1% パソコン教室

学習塾

副業／定年

主婦

システム開発／WEB制作

英会話教室

アフタースクール

カルチャースクール

その他

地 域 業 態

42都道府県

241市区町村で展開

約70％は、既存教室で開講

約30％は、自宅・オフィス開講等
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加盟事例 （パソコン教室/副業/学習塾/その他）
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地域：栃木県足利市
生徒数：28名

教室名：ピーシーポポ
業態：パソコン教室

地域：愛知県大府市
生徒数：24名

教室名：ぴくせるパソコ
業態：パソコン教室

地域：兵庫県三木市
生徒数：30名

教室名：パソノワ
業態：パソコン教室

地域：埼玉県久喜市
生徒数：24名

教室名：マナベル塾
業態：パソコン教室

地域：大阪府豊能郡
生徒数：11名

教室名：ひなたぼっこ
業態：パソコン教室

地域：埼玉県深谷市
生徒数：26名

教室名：まならく
業態：パソコン教室

地域：長崎県諫早市、他
生徒数：56名

教室名：テックラボ
業態：副業

地域：沖縄県宜野湾市
生徒数：40名

教室名：アトリエゆう
業態：その他

地域：北海道函館市、他
生徒数：56名

教室名：自由研究研究所
業態：副業

地域：千葉県流山市
生徒数：7名

教室名：かがやき
業態：副業

地域：岡山県倉敷市
生徒数：24名

教室名：Kids Programming 
Club Okayama

業態：副業

地域：タイバンコク
生徒数：29名

教室名：One Step +α
業態：学習塾

生徒と共に学び続ける！

週8時間で月収25万円
URL：http://promama.jp/?p=1721

生徒70名・月収60万！

システム開発から

教育事業へシフトチェンジ
URL： http://promama.jp/?p=1922

生徒30名の成長を見守りながら

月収20万円！
URL： http://promama.jp/?p=1613

パソコン教室の

空き時間を有効活用し

月収15万円！
URL： http://promama.jp/?p=1905

実働40時間で

月収20万！

夫婦で2教室を運営
URL： http://promama.jp/?p=1958

4年で4教室、

生徒50名・講師2名で

15万の利益！
URL： http://promama.jp/?p=1544

実働25時間で月収13.5万円！

中古PC2台で副業を実現
URL： http://promama.jp/?p=1779

生徒42名で

月収20万円以上！

沖縄へ移住し教室開講
URL： http://promama.jp/?p=1818

効率よく稼ぐ！

平日2時間・土曜6時間で

25万の利益！
URL： http://promama.jp/?p=1662

実働10時間で月収5.3万円！

自宅の一室で副業を実現
URL： http://promama.jp/?p=1949

コロナ禍も

オンライン授業で

学びを継続し月収18万円！
URL： http://promama.jp/?p=1885

地域貢献と効率的な副収入を両立！

平日のみ隔週2時間で月収6万円
URL： http://promama.jp/?p=1580

http://promama.jp/?p=1721
http://promama.jp/?p=1922
http://promama.jp/?p=1613
http://promama.jp/?p=1905
http://promama.jp/?p=1958
http://promama.jp/?p=1544
http://promama.jp/?p=1779
http://promama.jp/?p=1818
http://promama.jp/?p=1662
http://promama.jp/?p=1949
http://promama.jp/?p=1885
http://promama.jp/?p=1580


プログラミング教室が抱える課題
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Scratchの教材だけ

で運営をしている

Scratchだけでは集客に難

しくなっている。

Scratchを2年ほど学習し

てしまうと、飽きてしまう。

保護者に成長を

伝えずらい

作ったプログラムを、

写真や動画で送ることし

かできない。

講師が相談・

学習する場所がない

オーナー兼一人講師なので、

悩み相談したり、

交流できる相手がいない。

オンラインで

教えられない

オンライン用の教材や

ノウハウがない。

現在のプログラミング教室が

抱える課題



学習コース ①
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ゲーム好きなら

マインクラフト

プログラミングコース

マインクラフトの世界にロ

ボットを登場させ、プログ

ラミングで動かします。

マインクラフト

将来役立つ資格をGET！

ジュニア・プログラ

ミング検定対応コース

ジュニア・プログラ

ミング検定 練習問題

サーティファイ社主催の検定

を受検するためのコースです。

資格試験対策

くらふとらーにんぐ

コース

マインクラフトを使用して

プログラミングを学習する

教材です。

ゲーム感覚で楽しみながら

学習できます。

※資格試験対策は 「はじめてのプログラミング」受講前提のコースです。

基礎から上級までサポート

スクラッチ

タブレットプログラミング

（Scratch Jr.）コース

タブレットを使って直感的にプログラミ

ングの基礎と自由な発想力を育みます。

はじめてのプログラミング

（Scratch初級）コース

パソコンでのプログラミングで自由な

発想力や論理的思考力を育みます。

プログラミングドリル

（Scratch中級）コース

「はじめてのプログラミング」で習得した機能

を使って、いろいろな作品を作ります。知識の

定着や、応用パターンを増やし理解を深めます。

Scratch上級コース

実際のゲームのような作品を制作するた

めに必要な知識や技術を身に付けます。

Rubyプログラミング

コース（Ruby）

既存のプログラムの改変を通じ

「テキストプログラミングへ移行

する素地」を育てます。

本格的なプログラミング言語を学ぶ

コードプログラミング

プログラミング能力

検定 過去問

プログラミング総合研究

所主催の検定を受検する

ためのコースです。

テクノロジア魔法学校
（HTML/CSS/JavaScript）

ディズニーの世界を楽しみながら、

初心者から安心してプログラミン

グを学べるオンライン学習教材で

す。

はじめてのアプリ開発コー

ス（HTML/CSS/JavaScript）

小学生高学年以上向けのアプリ開

発の入門講座。IOS、Androidど

ちらでも動作するHTML5のアプ

リが作れます。

Unityコース（C#）

世界的なゲーム開発ツールを使い

ながら、テキストプログラミング

とゲームデザインの方法を学びま

す。

Evo Techコース
（Python/Java）

400以上の短い動画Python/Java

等を学べるオンライン教材。 社

会人の基礎レベルまでを学ぶこと

ができます。

Scratchコース説明動画
https://youtu.be/B0fwYkNSqiM

https://youtu.be/B0fwYkNSqiM
https://youtu.be/B0fwYkNSqiM


学習コース ②
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自由自在に動かそう

ロボットプログラミング

データ活用力を身に付ける

表計算／ノーコード

クリエイティビティを育む

アート／ムービー

はじめてのExcelコース

身近なテーマで楽しみながら「Microsoft 

Excel（Office365）」の使い方を学ぶこと

ができます。四則演算など算数の要素も同

時に学んでいくことができます。

LINEスタンプコース

小学校中学年からのデジタル

イラスト入門講座。LINEスタ

ンプを自作して友達に自慢し

よう！

レゴプログラミングコース

レゴのロボットを使用して「プログラミン

グの基礎力」と「自発的に考える力」を育

てます。

ものづくりプログラミングコース

（Gigo）

水力発電や信号機などのもののしくみや科

学を、実際にモノを組み立てて、プログラ

ミングして制御しながら学びます。

はじめてのロボット

プログラミングコース

スマートトイや教育用ドローンの制御を通

じ、プログラミング的思考を養います。

mBotプログラミングコース

ロボット制作とプログラミングによる制御

を通じ、空間認識能力や科学への好奇心を

養います。

TinkerCADコース

無料の３Dソフトでオンライン電子工作を行

います。

Robotifyコース

スロボット購入不要。仮想空間に配置され

たロボットをプログラミングで操作しなが

ら、楽しくSTEM学習ができます。

はじめてのAppSheetコース

「はじめてのGoogle Sheets」の後続講座。

ノーコードで、中高生などでも普段の生活

で使えるようなアプリを楽しく開発するこ

とができます。

はじめてのGoogle Sheetsコース

「はじめてのExcel」の後続講座。Google 

Sheetsの使い方や四則演算だけでなく、IF

関数やGoogle Formを使った自動化などの

要素も学んでいくことができます。

YouTuber/VFXコース

無料アプリでYoutuber体験や

VFXアニメーション制作体験

を行います。

映像クリエイターコース

無料アプリで本格的な動画制

作とリテラシー（注意点・

ルール）を学びます。

3Dイラストコース

立体デザインを通じ、色彩感

覚や表現力を養います。作品

は3Dプリンタに出力も可！



学習管理システム 授業の様子との動画

URL:https://tlp.edulio.com/tfe/members/login

ID：sample

パスワード：TFE201911

URL：https://youtu.be/sQHkgp6kG2E

授業スタイル
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全コースのサンプル教材（1コマ分）を確認できます
「コース変更」ボタンでコースを切り替えてください

https://tlp.edulio.com/tfe/members/login
https://youtu.be/sQHkgp6kG2E
https://youtu.be/sQHkgp6kG2E


￥

集客支援
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リスティング広告を次頁のサイトへ適宜実施

本サイト
（http://www.tfe.tokyo/）

オウンドメディア
（http://promama.jp/）

Facebook
（https://www.facebook.com/techforelem/）

プレスリリース
（PRタイムス/ICT教育ニュース）

取材依頼
（EdtechZine/リセマムなど）

メディア掲載
（日経BP、コエテコ）

http://www.tfe.tokyo/
http://promama.jp/
https://www.facebook.com/techforelem/


教室情報掲載
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◆教室一覧サイトに教室情報の掲載が可能（無料）
http://www.tfe.tokyo/school

◆受講希望者からの問い合わせ内容を各教室へ

メールで通知します

http://www.tfe.tokyo/school


販促物（印刷用）
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◆ チラシ/ポスター/のぼり/パンフレットを「電子ファ

イル」で提供

（「ラクスル」のフォーマットで作成）

◆ ECサイトで印刷されたものを購入することも可能：

https://www.tfe.site/

https://www.tfe.site/


販促物（WEB用）
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◆WEB用バナー/広告用動画を「電子ファイル」で提供

◆広告動画はMP4ファイルで提供するので、教室の情報を挿入したり自由に編集す

ることも可能



体験会キット
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サンプルコード

体験会開催マニュアル

映像授業

保護者用資料（プレゼン用/配布用） アンケート（生徒/保護者）

講師用ガイド



トレーニング
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教室運営編

動画研修をご用意

Scrathプログラミング学習編 マインクラフト編

（映像授業/全4時間）

教室運営ビジネスが初めての方向け。

開講に向けての準備から開講後の教

室運営まで一通りの内容についてお

伝えします。

（映像授業/全3時間）

プログラミング未経験の方向け。プ

ログラミングの基本的な考え方や

Scratchを使ってのプログラミング技

術について、実際にScratchでプログ

ラミングも行いながらの研修になり

ます。

（映像授業）もあります。

ネット集客やオンライン勉強会（後

述）の動画もあります。



サポート

18

1. 開講運営マニュアル（50ページ超）

2. 教室運営Tips（最新の事例を定期配信）

3. FAQサイト

4. ベテラン加盟者によるサポート

5. オンライン勉強会（不定期／無料）

6. 報奨金制度（検定合格者に金一封）

7. 生徒の作品紹介（月1回を予定、賞金あり）



全体コミュニティ
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加盟時に加盟者専用の

Facebookグループに参加が可能
https://www.facebook.com/groups/tfefc/

事例参照やお悩み相談もできます

外部教材を導入している教室が参加できる専用グループ

テクノロジア魔法学校グループ
https://www.facebook.com/groups/tfetechnologia

くらふとらーにんぐグループ
https://www.facebook.com/groups/tfecraftlearning

Robotifyグループ
https://www.facebook.com/groups/tferobotify

エボテックグループ
https://www.facebook.com/groups/tfeevotech

生徒数6名以上の教室のみ参加できる専用グループ（加盟1年目は無条件で参加可能）
ベテラン加盟者からの手厚いサポートが受けられます

TFE教室運営グループ
https://www.facebook.com/groups/tfeclassroom/

教室運営（集客・保護者対応・月謝回収

等）に関する悩みを気軽に質問できます

TFE教材研究グループ
https://www.facebook.com/groups/tfeteaching/

TFE教材に関するTipsや疑問を投稿し、

加盟者同士でナレッジを共有できます

専用コミュニティ

https://www.facebook.com/groups/tfefc/
https://www.facebook.com/groups/tfetechnologia
https://www.facebook.com/groups/tfecraftlearning
https://www.facebook.com/groups/tferobotify
https://www.facebook.com/groups/tfeevotech
https://www.facebook.com/groups/tfeclassroom/
https://www.facebook.com/groups/tfeteaching/


授業料

入会金、教材・設備費等も自由に設定が可能

通学頻度なども自由に設定が可能

◆ 5,000円~9,000円ぐらいの加盟者が多い

◆ 全国平均は6,500円ぐらい

◆ 他コースと同時受講なら割引、などもアリ

月謝は自由に設定が可能

◆ ロイヤリティの対象外

◆ PCレンタルもアリ（都内大手は4,000円／月）

◆ 1回60分、月2回通学が全国平均

◆ 月4回の場合は月謝を倍にするなど



初期費用
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下記のプランがあります

※上記には、弊社が提供するトレーニング、通常サポート、ネットワークへの参加、

今後もリリースされる教材/トレーニング/サポート/販促物の利用、Webサイト掲載

の作業等を含みます

※カード決済も可能です（PayPalアカウントは必要です）

ベーシック エントリー コード

既にプログラミング教室を

開校している事業者様向け

テナントで教室を

している事業者様向け

小規模教室/自宅教室向け

¥50,000
¥27,500

¥160,000
¥88,000

¥90,000
¥49,500

初期費用を抑え、コード

プログラミングの講座提

供が可能

全コースが利用でき、

充実したカリキュラム

を提供する

初期費用を抑え、まずは

Scratchとマイクラで教

室を始める



ロイヤリティ
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◆生徒数に応じてロイヤリティが発生

◆生徒4名までは、固定で7,200円/月

◆生徒数が5名以上は1,800円/生徒あたり

◆15名以上＝1,300円（生徒全員に適用）

◆25名以上は生徒数が増えても30,000円固定

※生徒・開講の有無に関わらず申込の翌月からロイヤリティが発生します

※通学頻度（月2回、月4回等）によってロイヤリティは変動しません

＋
7,200円/月 1,800円/生徒

（生徒ゼロ）

1人目 4人目 5人目 14人目



各プラン比較
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内容／プラン ベーシック エントリー コード
対象者 テナント型教室 小規模教室／自宅教室 プログラミング教室開講済

概要・特徴
全コースが利用でき、充実
したカリキュラムを提供す
る

コストを抑えてまずは最小限で
教室を始められる

コストを抑えてコードプログ
ラミングの講座を始められる

初期費用
（教室毎）

¥160,000
¥88,000

¥90,000
¥49,500

¥50,000
¥27,500

運
営
費
用

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

生徒0-4名 ¥7,200/月額（教室毎）

生徒5名～ ¥1800/生徒1名/月額

生徒15名～ ¥1300/生徒1名/月額

生徒25名～ ¥30,000/（生徒数が増えても）月額ロイヤリティ一律固定

更新料（年間） ¥15,000/年額（教室毎）

教材 全て利用可 Scratch,マイクラ Ruby,アプリ,Unity,マイクラ

トレーニング 教室運営／Scratch研修／マイクラ研修／ネット集客 ¥0で受講可（全講師が受講可）

サ
ポ
ー
ト

メール/チャット 無制限

電話（教室毎）
月12件まで／追加1件300円

（申込3か月間は無料）
月4件まで／追加1件300円

（申込3か月間は無料）
月4件まで／追加1件300円

（申込3か月間は無料）

2教室目以降の初期費用 ¥29,000（教室毎） 不可 不可

備考
プランのアップグレードは可能です（初期費用の差額をお支払い頂きます）

プランのダウングレードは不可です



生徒数別インセンティブ
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◆ 契約更新料や追加教室費用が生徒数に応じて低減される仕組みの為、

結果として利益が出しやすく、複数教室の展開が可能。

生徒数 内 容

25人以上

(以降生徒数が増えても)月額ロイヤリティを25名分で一律固定

(2教室目以降の教室と)生徒数を合算しロイヤリティ徴収

契約更新料が 0円

追加教室費用が 0円

15人～24人

(2教室目以降の教室と)生徒数を合算しロイヤリティ徴収

契約更新料が 5,000円

追加教室費用が 5,000円

8人～14人
契約更新料が10,000円(現在の契約更新料は15,000円)

追加教室費用が 10,000円

1人～7人 追加教室費用が15,000円(現在の追加教室費用は約30,000円)



主な契約内容
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◆契約期間は1年間になります

◆ 1教室毎の契約となります

◆ 2年目以降は¥15,000の更新料が教室毎に発生

◆他社のロボット教室等にFC加盟していても問題ありません

◆商圏は原則1kmとなります

◆オンライン授業の実施は可能です

◆ロイヤリティの支払いは、月末に生徒数をカウントし、

翌月20日に口座振替となります



申込みされる方は
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◆下記のフォルダにある申込書

に記入し、メールにて送付く

ださい

◆ https://drive.google.com/folderview?id

=0Bx2KPLpJV0_NQ3dldWQ0c2VVdmM

&usp=sharing

◆メールの送付先は下記になります

◆ info@tfe.asia

◆身分証明書の添付をお願いします

◆法人の場合：

登記簿謄本（写し）

◆個人の場合：

運転免許証・保険証等

https://drive.google.com/folderview?id=0Bx2KPLpJV0_NQ3dldWQ0c2VVdmM&usp=sharing
mailto:info@tfe.asia


申込みから開講まで
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新規で開講する場合、

平均でお申込みから開講まで

2ヵ月程度です

• 最近お申込が増えており、申込

書をご送付頂いた方から順に、

審査（2営業日）の上でご加盟と

いう形になっております

• 少人数での運営の為加盟者を厳

選せざるを得なくなっているこ

と、ご了承の上お早目にお申込

み頂ければ幸いです

申込み

契約

入金

教室環境・設備

システム設定・サイト登録

学習,訓練

データダウンロード

集客

体験会

開講

◆ 資料請求時に受領したEXCELの申込書に記載し、 本部にメール
で送付

◆ 本部の番査結果をメールで受領

◆ 契約システムからメール通知がくるので、 契約書を参照し契約
内容を確認

◆ 修正依頼等を行い、 電子署名して契約

◆ 請求システムからメール通知が来るので、 初期費用を弊社指定
のロ座に振込

◆ 本部が入金を確認

◆ 教室スペースを確保し、バソコンやタブレット、
その他備品を調達

◆ EラーニングシステムへのIDPWを本部が発行
◆ 加盟者コミュニティへ参加申請

◆ ネットからScratchをダウンロードし、インストール。
Eラーニングシステムにログイン。

◆ 操作方法や教材ー式を確認

◆ GoogleDriveのURLにアクセスし、 販促物や体験会キットの
データを入手

◆ ラクスルに入稿 or ECサイトによる購入で販促物を入手

◆ 体験会キットを参照し、 体験会の準備を実施
◆ 体験会を実施し、パンフレット等を配布して保護者に説明

◆ チラシ等を門配、ポスティング
◆ ポスターやのぼりを教室内に掲示,Google· Facebook広告等を

実施

◆ 入会申込書に記載してもらい、 規約等を提示説明して、 受講開
始日等を決定

◆ 入会金等を受領



Q2
プログラミング
経験が無くても
大丈夫？

映像授業が授業を進めてくれるので、

パソコン操作ができ、子どものサポー

トができれば全く問題なく授業ができ

ます。どうしても不安がある方は、ご

相談ください。

Q7
講師1名あたり
対応できる生徒
の人数は？

生徒の年齢・習熟度によります。低学

年や初心者の場合は最大5名程度で見
といたほうが無難です。ただし、高学

年や３，４回受講して慣れてきた生徒
の場合は最大10名程度見ることができ

るかと思います。

Q3 講師を雇う必要
はある？

パソコンが教師役を務めますので、講

師を別途雇用する必要はありません。

オーナー様は生徒のケアをするだけで、

集客等の本来業務に注力することがで

きます（結果として高利益率で教室運

営が可能になります）

Q8
入会後はどのよ
うな手続きにな
る？

入会する生徒の名前等を所定のファイ

ルにご記入頂き、本部にご送付頂きま
す。受領後本部で生徒用のログインID

とパスワード発行し、学習管理システ
ムにアクセスできるようになります。

Q5 本当に生徒が集
まるのか？

プログラミング教室は「興味を引くが

まだ知らない人が多い」為、早く地道

に取り組むほど成果が出ます。地域の

イベントやメディアでの露出等を早く
から取り組み、開講1ヶ月で生徒40名

獲得した事例があります。

Scratchの次
コースは？

難易度から、コードプログラミングの

基礎を学ぶRubyコース、

HTML/CSS/JavaScriptを学ぶアプリ

コース、そしてゲームデザインの知識
を学びながらC#を学ぶUnityコースと

いう順番をお勧めしています。

Q10

Q4
どのようにして
生徒を集客した
らいいか？

校門前のチラシ配布、地域メディアへ

のPR活動、ホームページやFacebook

ページ、知人友人への声かけといった

「コストをかけずに汗をかく集客方
法」を推奨しています。

Q9 必要な機材とそ
のスペックは？

映像授業の参照には最新のChromeが

必要です。必要なスペックを満たした

中古ノートパソコン（約1.5万円）と

新品タブレット（約2万円）の情報を
提供いたします。

Q1 対象年齢は
いくつ？

小学校3年生~6年生がメインですが、

実際は年中から79歳まで通っています。
今後は低年齢層向けや中高生向けの

コースを作っていく予定です。

Q6
体験会で講師を
派遣してもらう
ことは可能か？

全国に加盟教室がある為、また、加盟

教室の自主自立が重要と考える為、体
験会への講師派遣は行っていません。

体験会キットにより全くの未経験者で
も体験会を行うことができる為、ご安

心下さい。

FAQ



キャンペーン
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但し、以下が条件となります

• 2022年3月末までのお申込み

• IT関連職種経験者（職務経歴書の提出が必須）

• 先着7教室まで（1社につき1教室限定）

• PC購入等の支度金4万円を進呈（領収証のご提出が必須）

• 英語でプログラミングコース（通常5万円）を進呈

• ECサイトのクーポン1万円分を進呈（ のぼり・ポスター等の購入が可能）

• ベテラン加盟者が1年間サポート（専用コミュニティへの参加権利を付与）

◆初期費用0円

※2022年4月1日より、加盟プラン見直し（初期費用の値上げ）、商圏制度の廃止（商圏半径1キロを撤廃）

を予定しています。加盟をご検討中の方はお早めにお申し込みください。

◆特典


