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会社説明 



取締役社長 Japan COO 

 
 

植松 洋平 
 

Youhei Uematsu  
 
 
1988年生まれ、愛媛県出身 

大学在学中に愛媛で学習塾を起業し、県立高校から 

現役東大合格生を輩出。 

その後、同級生が経営する(株)テックアイエスに入社し『地方か

らグローバルに活躍できる人材を輩出する』を 

ビジョンに掲げ愛媛県松山市で事業立上げ。 

1年半の事業実績が認められ2021年取締役社長へ就任。 

©  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会社概要 



テックアイエスのグローバル展開 

2020年にシリコンバレー・バンガロールに子会社を設立。 
テックアイエスのサービスを受講する生徒が世界に拡大していっています。 



テックアイエスの５つの特徴 



プログラミングスクールテックアイエスの始まり 

テックアイエスは、愛媛の教室から始まりました 

テックアイエス 松山校

わからないところがあっても、 

講師に「すぐに」「直接」質問できる。 

アットホームな環境 

オンラインで学ぶ時も

同じような環境を作りたい



テックアイエスの５つの特徴 

5分以内の 

質問対応 

03 
転職だけじゃない 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一緒に学ぶ仲間がいる 

05 

長期間の 

サポート体制と実践 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地方から 

世界基準のスキルを 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”テックアイエスの思い”を 

表現する５つのキーワード 

一生モノのプログラミングと仲間を。 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コース紹介 

　　長期PROスキルコース

＋6ヶ月の就職・転職サポート

6ヶ月の学習期間

短期スキルコース

3ヶ月の学習期間

※キャリアサポート等はございません。

データサイエンティストコース

＋6ヶ月の就職・転職のサポート

6ヶ月の学習期間

副業コース

4ヶ月の学習期間
＋2ヶ月の副業サポート

給付金
対象あり

給付金
対象あり

人気

*サポート期間については、無償提供の期間となります。



給付金対象コース紹介 

長期PROスキルコース

＋6ヶ月の就職・転職サポート

6ヶ月の学習期間

データサイエンティストコース

＋6ヶ月の就職・転職サポート

6ヶ月の学習期間

● Webエンジニアとしての就業を考えている

方

● フロントエンドだけでなく、サーバーサイドま

でスキルを身に着けたい方

● チーム開発を経験したい方

● プログラミングスキルを活用して転職を目指

している方

対象者 対象者

● データサイエンティストとして就業を有利に

進めたいという方

● AIに関しての専門性を身に付けたい方

● データサイエンスに興味がある方

● 転職・キャリアアップを目指している方

● データを基にビジネスを改善するスキルを

つけたい方

*サポート期間については、無償提供の期間となります。



コース紹介 - 長期PROスキルコース概要 

入学  2ヶ月  4ヶ月  6ヶ月 1ヶ月  3ヶ月  5ヶ月  8ヶ月  10ヶ月 7ヶ月  9ヶ月  11ヶ月  12ヶ月  卒業 

学習期間 キャリアサポート期間

❶ 基礎・応用課題　
HTML/CSS、JavaScript、PHP、SQLなどWeb開発に
必須となる言語の 基礎知識を学習し、Webシステムの
制作をしていきます。

❷ チーム開発
3〜4人組でチームを作り、
0からオリジナルのシステム開発を行います。タスク管
理や設計・製造・テスト といったフェーズ管理など、より
実践的なスキル を身につけます。

❸ 自主（卒業）制作　
今まで学習したことを活かして、自分の作成したいテー
マや作品を決めて実習に入ります。6ヶ月間の学習の集
大成を完成させていきます。

就職・転職サポート　
履歴書・職務経歴書の添削、ポートフォリオの作成、就
職先の紹介を行います。

*サポート期間については、無償提供の期間となります。



コース紹介 - 長期PROスキルコース概要  

❶ 基礎・応用課題　

❷ チーム開発 ❸ 自主（卒業）制作　



コース紹介 - データサイエンティストコース概要 

入学  2ヶ月  4ヶ月  6ヶ月 1ヶ月  3ヶ月  5ヶ月  8ヶ月  10ヶ月 7ヶ月  9ヶ月  11ヶ月  12ヶ月  卒業 

学習期間 キャリアサポート期間

❶ 基礎・応用課題　
HTML、SQL、Pythonなど統計、機械学習に関する基
礎・応用課題を学習していきます。

❷ 自主（卒業）制作
今まで学習したことを活かして、自分の作成したいテー
マや作品を決めて実習に入ります。6ヶ月間の学習の集
大成を完成させていきます。

就職・転職サポート　
履歴書・職務経歴書の添削、ポートフォリオの作成、就
職先の紹介を行います。

*サポート期間については、無償提供の期間となります。



コース紹介 - データサイエンティストコース概要  

❶ 基礎・応用課題　 ❷ 自主（卒業）制作



簡単なプロジェクトを除いて、

プログラミングはチームで進めていくものです。

チーム開発 - 長期PROスキルコース 

実践に近い状態での開発経験を行ってもらいます。

企業でエンジニアとして働く時はもちろんのこと

副業をする際もクライアントとどのような物を作るか

どのように進めていくか、などのコミュニケーションは

必ず必要になってきます。

チーム開発を通じて開発の際に必要なコミュニケーションスキルや

チームでプロジェクトを進める方法を学んでいきます。
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チーム開発 - 長期PROスキルコース 

案出し

チーム結成後、初回ミーティングにて

顔合わせ、

開発内容の案出しを行います。開発

内容が決まり次第、要件定義を行い

ます。

開発

要件定義、役割が決まったら開発に取

り掛かります。

毎週チームミーティングを行い、お互い

の進捗報告をしていきます。

開発したシステムの品質を保つた

めに、機能に問題がないかテストを

行います。

リリース

開発したサービスの説明書を作成し、

サーバーを準備してリリースします。

案出し 開発 テスト リリース

チーム開発の内容

チーム開発では3-4人でチームを組み、 

講師がサポートに入りながらCRM(顧客管理システム)のようなシステム開発を行っていきます。 

具体的な機能やテーマなどは、各チームオリジナルで制作していきます。



生徒作品例❶

寺院向け檀家管理システム

【言語】

HTML / CSS / JavaScript / jQuery / PHP

【フレームワーク】

Laravel / AdminLTE3

【データベース】

MySQL( MariaDB )

【URL】

社内システムの為非公開

チーム開発 - 生徒作品例 

寺院における檀家を管理するシステム。

 〇〇回忌などの案内や法事の一覧表出力、故人・先祖やそのご親族の情報管理

など、 寺院における事務作業を効率化する。

長期PROスキルコース

テック太郎

テックタロウ



自主（卒業）制作 - 生徒作品例  データサイエンティストコース

生徒作品例➋

認知症診断システム

【言語】

HTML / CSS / JavaScript / jQuery / Python

【フレームワーク】

Flask

【データベース】

MySQL( MariaDB )

【URL】

社内システムの為非公開

認知症度合いを診断できるシステム。録音機能で会話の音声を録音することで、言

葉を分解して認知度診断の素材を準備できるようにしている。

認知度診断ができることで、患者様のご家族の負担を軽減できたり、医者の経過

観察の際のエビデンスとして活用できる。

*データサイエンティストコースは講師と1対1で開発を進めていきます。



地方から世界基準のスキルを 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ハーバード卒MicrosoftのAIエンジニア

新しい技術にあわせてアップデートできる 

Microsoftの現役データサイエンティストのアビジさんがどのよう
にMicrosoftのデータサイエンティストになる事が出来たのかお

話していただきました。

ABHIJITH ASOKさん

Angular JSを開発したGoogleエンジニア

JavaScriptのフレームワークAngularJSの創業者であり、Google
のテックリード(技術責任者)であるMiško Heveryさんに、プログラミ
ングを学ぶ上で大切なことやキャリアの選び方などの知見を頂きま

した。

Miško Hevery さん



5分以内の質問対応 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 すぐに質問できる学習環境 

テックアイエスでは、 

5分以内に  Zoom（1対1）で 

質問の対応をしています。  

※ 2022年3月現在 5分以内の質問対応率95% 



オンラインでの学習環境 - 5分以内の質問対応 

質問があったら、 

「質問があります」とメッセージを送るだけ 

送られてきたZoomリンクをクリックすれば 

現役エンジニアの講師と 

個別指導で問題を解決できます。 

※生徒名、講師名は仮名です。  



転職だけじゃないキャリアの多様性 04 

 



あなたに合ったキャリアを一緒に見つける 

プログラミング学習 = エンジニア転職ではありません。 
IT企業だけではなく、非IT企業にもデジタル人材は欠かせない存在になっています。 

プログラミングを学ぶことを通して、テクノロジーへの理解を深め 
様々な場所で活躍できるよう、あなたにあったキャリアを見つけていきます。 

「会社は辞めないで副業をして稼ぎたい」 

「今の仕事でプログラミングスキルを活かしたい」 

「自分で簡単なホームページを作りたい」 

100人いれば100通りのキャリアがあります。  

¥



一人にならない 

一緒に学ぶ仲間がいる 

 

 

 

 

05 



オンラインでの学習環境 - クラスサポート制度 

クラス会の様子

週に1回、クラスごとに勉強会・交流会を実施しています。 

ここでは 生徒同士の交流 を目的とした、プログラミング学習におけ

る 悩みの共有やコミュニケーションの機会 を作っています。（1対1

での個別面談も実施しております。） 

オンラインだからこそ、仲間が必要



オンラインでの学習環境 - 充実したイベント開催 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卒業生の声 



1. 一緒に将来のことを考えてくれて感謝です 

20代 / 男性 / 転職 

学習を始める前までは、プログラミングに対して難しいという印象を持っていたが、意外と誰にでもできるものだ

なと感じました。その理由として、1番入りやすい言語から学べたことが大きいと思います。また、プログラミング

を学ぶことで最先端のモノや時代の流れに付いていける力も身についたと感じています。 

プログラミングは意外と誰でもできる。 

元々転職を理由にプログラミングを学び始めましたが、正直転職できると思っていませんでした。将来に対して漠然と

しており、転職を「する」というよりも「したい」という気持ちが大きかったからです。ただ、キャリアサポートのスタッフさん

と、何で転職をしたいのか、10,20年後のキャリアプランも一緒に考えられたことで、ただ転職するよりも覚悟を持って、

今後に生きる転職活動ができたと思います。 

20年後のキャリアまで一緒に考えられたから覚悟が決まった。 

1番は、やはり色々な方と関われたことです。普通に過ごしていたら出会えない方々に、プログラミングという1つのツールを通して色んなお話を聞くこ

とができました。クラス会や交流会を経て、今までの考え方の領域が広がったと感じます。 

コミュニティがあることが最大の強み 



カリキュラムの疑問点は5分以内の質問対応もあって、気軽に相談できる環境でした。また、定期的にモチベーション

や進捗状況の確認をするために、1回1回しっかりと面談の時間を取っていただけたので、とても心強かったです。 

2. 今まで気づかなかった課題に気づけました！ 

30代 / 女性 / 法人 

弊社では、社内にシステム担当者がおらず、外部のエンジニアに委託してシステム開発を行っていました。その

ような状況もあり、最初は自社でシステム開発費用の相場観を掴めるようになりたいという思いから、プログラミ

ングの勉強を開始しました。 

始めたきっかけは、社内にシステム担当者がいなかったから。 

気軽に相談でき、足を止めることなくカリキュラムを取り組めた。 

色々な方から今までになかった視点でお話を聞ける機会が多かったのが良かったです。 

プログラミングを学習したことで、現状の社内業務の課題や改善点を把握することができ、最終的には、簡単ではありますが業務改善ツールも作成

することができました。また、今までに見えていなかった課題を見つけることができ、今後の業務改善に役立てることができると思います。 

プログラミングスキルだけではなく、業務改善のための考え方が身についた。 



最後に 



テックアイエスでは、 

挫折させない環境を提供し、 

一緒に学ぶ仲間と共に 

あなたの一歩を本気で応援します。 




