
複業留学

株式会社エンファクトリー

ピアラーニングで
越境学習を組織の⼒に

越境型研修サービス
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複業留学

Teamlancerエンタープライズ活⽤し、学びを組織に還元

複業留学

複業留学は、従業員が複業としてベンチャー企業で働くことで、越境学習を促す研修
サービスです。2011年の創業以来「専業禁⽌!!」を掲げ、複業の実績・ノウハウを蓄

積したエンファクトリーが従業員の越境学習を効果的にサポートいたします。



複業留学の時間・期間

複業留学概要

稼働時間⽬安

⽉10〜30
留学期間

2〜3ヶ⽉

複業留学

●会議参加（1時間前後）
●調査・資料作成など（約4時間） ✕ 4週分 = ⽉約20時間

< ⽉合計 >

※稼働時間は、あくまで⽬安です。
※活動期間・時間については、ミッション設定に、受⼊企業との調整で決定いたします。活動における要件キャッチアップ・⾃⼰学習といった時間は、個⼈の
裁量に委ねられます。複業活動報告・⾯談などの時間を除きます

< ⼀週間の活動内容 >

「複業留学」は、送出企業・従業員が本業をしながらでも、導⼊・実践しやすいよう期間及び、⽉間稼働時間に設定してい
ます。

稼働イメージ ※例︓⼀ヶ⽉20時間の場合

ー 複業活動をすべてオンラインでも実践が可能です ー

時間程度
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複業留学による効果

アウェイ環境での
実践活動とアンラーニング

企業

⼈脈構築・多様な価値観に接し、

成⻑機会提供・⼈材育成

2

1

2

3

従業員

1

課題発⾒⼒・提案⼒

4 第三者評価による
タレントマネジメントへの活⽤

受⼊企業による評価・フィードバック

4 企業・⾃⼰評価ギャップ・
能⼒発⾒、⾃⼰肯定感の獲得

ピアラーニングによる組織変⾰

5 経験・学びの定着向上、
ポジティブループ

従業員同⼠
学び合う⾵⼟・組織活性化
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※Teamlancerエンタープライズ利⽤

エンゲージメント強化3
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複業留学

⾃分や会社を
客観視する⽬が持てる

キャリア⾃律のきっかけ



【参考資料】事例 - 複業留学の導⼊効果︓半導体メーカー

次世代リーダー育成導⼊⽬的
〜マーケット変化を先導する企業（⼈財）になるために〜

【複業留学導⼊による効果「態度変容」】

留学前 留学後
留学⽣

⾃社の中では得られない気づきで個⼈が変わり、
組織が変わるきっかけに

業界︓マテリアル、ヘルスケア、繊維・製品、ITなど 従業員数︓21,090名（連結） 留学⽣︓若⼿・基幹⼈財（マネージャー候補）
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• 社内の当たり前の環境に慣れ、いつも同じ
顧客・仲間と接する機会が多い

• ⾃分の仕事を、部署、チーム、担当など決
められた枠の中で考えていた

• 与えられた仕事をしっかり遂⾏してきた

• 積極的に社外の情報を取り⼊れて
いきたい。専⾨的に詳しい⼈に頼ったり外
部の⼈と連携したりすることでもっと効率
的に成果があげられるかもしれない

• 楽しむ気持ちを忘れずに少しずつ⾃分
の仕事の枠を広げていきたい

• 複業留学で⽬の当たりにした会議の進
め⽅・ツールを導⼊し、効率化



【参考資料】事例 - 複業留学の導⼊効果︓半導体メーカー

留学⽣の声

Q) 複業留学での経験を今後どのように⽣かしていきたいですか︖
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⾃分がやるしかないという環境を作ることが⼤事だと感じるよ

うになりました。 （中略）⾃分の興味のある分野で責任をもって取り組む

ことで成⻑スピードは違うのではないかと思いました。 （中略）仕事
の幅は⾃分で広げられることに気づかされました。

積極的に社外の情報を取り⼊れていきたい（中

略）youtube動画分析サービスを扱う部署とは本業でも関連性があるもの

だったので、引き続き情報交換をしていきたいです。
社内にいながらも社外とつながる存在になるのが理想です。

質よりスピードを重視し、フランクなディスカッションを重
ねながらまず始めてみる。やってみてうまくいかない時は軌道修正
する取り組み⽅に驚きました。（中略）「⾃分がやり
たいことにつながるから巻き取るよ」といっ
たスタンスでお仕事されていることに違いを感じ、感⼼しました。

リモートを中⼼とした働き⽅、何もないところからゼロベースで発想する

考え⽅、⽯橋を叩くのではなくダメ元でもとりあ
えずやってみるなかで、修正していく仕事の進め
⽅に⾃社でもトライしていきたいです。

アカウント（30代） プランナー（30代）

Q) 複業留学に⼿を挙げた理由は︖Q)複業留学を通じて、起きた変化は︖



情報が少ない中、普段聞くことができない広告主側の意⾒を聞きながら企画⽴案する
ことができ、事業にプラスになりました。

50⼈程度の動画マーケティング企業

【ミッション】クライアント視点でのマーケティング施策⽴案

受⼊企業

受⼊企業の声
(抜粋)

受⼊企業

課題︓新規クライアント開拓・ターゲットに向けた訴求⽴案

受⼊企業の声
(抜粋)

ミッション・受⼊企業の声
留学⽣︓アカウント（30代）

留学⽣︓プランナー（30代）

【参考資料】事例 - 複業留学の導⼊効果
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【ミッション】新規営業サポート、営業戦略設計

20名程度のオウンドメディア・イベント事業
課題︓地⽅創⽣に向けて展開可能かつ持続性のある基盤事業を推進したい

知識や業務遂⾏レベルさることながら、業務に対して真摯に取り組まれる姿勢、明
るく優しくコミュニケーションをとるスタンスは弊社若いメンバーを含め⼤変
刺激をいただきました。



複業留学の特徴 複業留学

越境学習 ピアラーニング×
複業留学では、越境学習の効果をより⾼め、組織へ還元するため、

従業員同⼠が学び合う、ピアラーニングの仕組みを取り⼊れています。

Teamlancerエンタープライズの活⽤

※ピアラーニング︓仲間と学び合う、効果的なアクティブラーニングの⼿法の⼀つ

学習過程における
気づき・学びを共有
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複業留学の活動共有により周囲が影響を受け、
6割の中の2〜3割が動き出すと、組織の⾵⼟が変わります
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複業留学

越境学習 ピアラーニング×
2・6・2の 6にあたる従業員にピアラーニングを通じて

学びに対し⾃律的な組織へと変⾰を促します。

複業留学の特徴



複業留学の構成要素（参考） 複業留学

越境学習 ピアラーニング

いつもの仕事、職場（ホーム）とそれ以外（アウェイ）

を⾏ったり来たりすることで、⾃⼰理解が進み、当たり

前の環境に気づき、⾃律的⼈材に変化していきます。
複業留学は、業務を⾏う実践機会を提供するため、ホー

ムとの違いや暗黙の当たり前を感じ取ることができます。

対話をとおして学習者同⼠が互いの⼒を発揮・協⼒し学ぶ

⽅法で、⾃分の⼒や考え⽅の癖に気づいていくこと、そし

て⾃律的な学び⼿となることが⽬指されています。
複業留学において、その過程を共有することで

留学⽣のみならず、周りのメンバー（ピア）との

対話が⽣まれ、より学びが深まります。

越境学習とは︖ ピアラーニングとは︖
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アクティブラーニング

学習定着率が⾼いとされるグループ討論、⾃ら体験す

る、⼈に教える要素が網羅された複業留学は、

⾼い研修効果が期待できます。



万円
（税抜）

※御社従業員・受⼊企業とのご契約まで費⽤はかかりません

1. 従業員・受⼊企業両者が合意し、契約締結した時点で請求させていただきます
（翌⽉末払） 。

2. 複業留学が有益なものになるよう、導⼊前後フォローアップ・振り返り含めての費⽤と
なります。

費⽤について 複業留学

運営
費⽤

複業留学費⽤

参考）シニア世代中⼼にしたプランもございます。
複業留学 ＋ デジタルスキル学習＋マインドセット研修
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従業員
1名
あたり30 万円

（税抜）20 ＋
導⼊、Teamlancer利⽤料（最⻑6ヶ⽉分)含む

留学生と受入企業との調整で決めていただきますが、
以下を原則方針としております。
・緊急事態宣言発出期間中はリモートのみとする
・緊急事態宣言発出期間外でも、新型コロナウィルスの感染症の拡大状況に
鑑み、極力リモートでの越境活動を推奨する
・必要により、実際に受入企業等のオフィスに出向いて越境活動を行う場合、
換気、マスクの着用や消毒等、十分な感染予防対策を講じる
・体調がすぐれない場合は、越境活動の実施日時を変更する



学びのコンテンツもご提供可能です 複業留学

複業留学の効果をより⾼めるためのマインドセット研修、従業員同⼠が学び合う・ピアラーニングを進めやすいワークショ

ップ、研修メニューをご⽤意しております。

プロティアン研修 副業・兼業研修 デジタルスキルイーラーニング

アイディンティワークショップ 越境活動ワークショップ Teamlancer導⼊ガイダンス

フリーランス協会の豊富な知⾒を活かした
「50代からの⾃律志向⼈材育成プログラ
ム」や「副業・兼業デビュー講座」

Teamlancerエンタープライズを活⽤し、
対話を通じて⾃⼰理解、ピア（相互）理
解を促すワークショップ

IT基礎知識、Excelの関数、分析ツールやマ
ーケティングメソッドのオンライン学習法政⼤学 キャリアデザイン学部

⽥中研之輔教授監修の⾃律型キャリ
アへの転換を図る研修

Teamlancerエンタープライズを活⽤し、
キャリアの棚卸と価値観をもとに次の越
境活動を探るワークショップ

Teamlancerエンタープライズの使い⽅
説明、活⽤⽅法をご案内し、利⽤を促す
ガイダンス

変⾝資産アセスメント

⾃分の中に潜んでいる変わるチカラ＝変⾝資産を
可視化し、「変化の時代」を⾃分らしく⽣きるこ
とを⽀援する研修ツール

越境キャリア⾃律ワークショップ

他社の複業留学実施予定者とともにプロティアン・キ
ャリアのメソッドでキャリアを考えるワークショップ。

12



会社概要
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専⾨家/フリーランス︓２万名つくり⼿︓3千社

⼈材ポリシー︓「専業禁⽌!!」
〜 ⽣きる⼒、活きる⼒を⾝につける 〜

従業員の約6割が複業経験あり

ショッピング事業 専⾨家マッチング事業 ⼈材/組織開発⽀援事業

株式会社エンファクトリー
設⽴︓2011年4⽉1⽇（オールアバウトより分社）
所在地︓東京都渋⾕区広尾
関係会社︓株式会社イード（マザーズ︓6038）

【事業概要】


