
BEYOND CAFEが「キャリア教育アップデート構想」の第⼆弾としBEYOND CAFEが「キャリア教育アップデート構想」の第⼆弾とし
て東急不動産と提携。若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」て東急不動産と提携。若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」
をバージョンアップし、第3期の開催が決定！をバージョンアップし、第3期の開催が決定！

7/12より参加者募集スタート！JOBS CAMP1期⽣のうち、3⼈に1⼈が卒業後1年以内に起業。7/12より参加者募集スタート！JOBS CAMP1期⽣のうち、3⼈に1⼈が卒業後1年以内に起業。

累計6万⼈の学⽣へキャリア教育⽀援事業を展開する株式会社Beyond Cafeは、「キャリア教育アップデート構想」の第累計6万⼈の学⽣へキャリア教育⽀援事業を展開する株式会社Beyond Cafeは、「キャリア教育アップデート構想」の第

⼆弾（※1）として若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」スポンサーに東急不動産株式会社を新たに迎え、JOBS⼆弾（※1）として若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」スポンサーに東急不動産株式会社を新たに迎え、JOBS

CAMP第3期を開催します。CAMP第3期を開催します。

JOBS CAMPは、今期より新たに3つのコンテンツを加え、合計5つのコンテンツとなってバージョンアップします。若⼿JOBS CAMPは、今期より新たに3つのコンテンツを加え、合計5つのコンテンツとなってバージョンアップします。若⼿

起業家の夢の実現と挑戦に向けた⽀援の強化を通して、オンラインとオフラインの融合する持続的なサポートの実現を⽬起業家の夢の実現と挑戦に向けた⽀援の強化を通して、オンラインとオフラインの融合する持続的なサポートの実現を⽬

指します。起業を志す参加者がJOBS CAMP参加中だけでなく、卒業後も先輩起業家や起業家仲間と学び、⾼め合い続け指します。起業を志す参加者がJOBS CAMP参加中だけでなく、卒業後も先輩起業家や起業家仲間と学び、⾼め合い続け

られるきっかけを提供します。られるきっかけを提供します。

2021年7⽉より参加者募集を開始し、9⽉からのワークショップ実施を予定しています。2021年7⽉より参加者募集を開始し、9⽉からのワークショップ実施を予定しています。

（※1）BEYOND CAFEが「キャリア教育アップデート構想」の第⼀弾として『BEYOND CHALLENGE』をリリース。オ（※1）BEYOND CAFEが「キャリア教育アップデート構想」の第⼀弾として『BEYOND CHALLENGE』をリリース。オ

ンラインワークショップで地⽅の体験格差STOPを⽬指す。ンラインワークショップで地⽅の体験格差STOPを⽬指す。

プレスリリース：プレスリリース：https://bit.ly/2V69hwKhttps://bit.ly/2V69hwK

 

 

「JOBS CAMP」について「JOBS CAMP」について

■■概要概要

JOBS CAMPは、株式会社Beyond Cafeと株式会社サイバーエージェント・キャピタルが、2020年8⽉に⽴ち上げた若⼿

起業家育成プログラムです。2021年7⽉までに2度開催し、合計48名の起業を志す若者を⽀援してきました。独⾃の選考

を通過したU23の学⽣を対象にU30の若⼿起業家7名がメンターとなり、2ヶ⽉間のワークショップとプレゼンピッチ⼤

会を⾏います（※2）。なお、参加者はJOBS CAMP限定コミュニティへ招待され、卒業後も起業家仲間との繋がりを持
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ち続けることが可能です。

1期⽣のうち、3⼈に1⼈が卒業後1年以内に起業1期⽣のうち、3⼈に1⼈が卒業後1年以内に起業しました。

JOBS CAMP公式サイトJOBS CAMP公式サイト

https://jobscamp.beyond-cafe.com/

プレスリリースプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000026066.html

YouTubeYouTube

（※2）コンテンツの内容は予告なく変更となる場合がございます。

■■過去参加メンター（⼀部抜粋）過去参加メンター（⼀部抜粋）

・株式会社タイミー 代表取締役：⼩川 嶺さん

・株式会社POL 代表取締役：加茂 倫明さん

・株式会社MiL 代表取締役CEO：杉岡 侑也さん

https://jobscamp.beyond-cafe.com/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000026066.html


 

「BEYOND CAFE」と「東急不動産」の提携について「BEYOND CAFE」と「東急不動産」の提携について

■■概要概要

BEYOND CAFEの「キャリア教育アップデート構想」第⼆弾として、若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」スポン

サーに東急不動産を新たに迎え、JOBS CAMP第3期を開催します。

今期より新たに3つのコンテンツを加え、合計5つのコンテンツとなってバージョンアップしたJOBS CAMPを通して、若

⼿起業家の夢の実現と挑戦に向けた⽀援をオンライン・オフラインの両側⾯から強化していきます。2021年7⽉より参

加者募集を開始し、9⽉からのワークショップ実施を予定しています。

■■スポンサード企業スポンサード企業

■■取組内容（予定）取組内容（予定）

【既存コンテンツ】【既存コンテンツ】

約2ヶ⽉間の起業家育成ワークショップの開催

プレゼンピッチ⼤会の開催

【第3期より導⼊予定の新コンテンツ】【第3期より導⼊予定の新コンテンツ】

スタートアップ起業家講演会の開催【不定期】

ネットワーキングイベントの開催【⽉1回】

ビジネスコンテストの開催【年2〜3回】

※コンテンツの内容は予告なく変更となる場合がございます。



■■連携の背景連携の背景

BEYOND CAFEは「若者が働くを通じて夢中になれる場所を創る」ために運営しています。これまでの就職⽀援だけでは

サポートしきれなかった若者が、より多様な夢の実現を⽬指して夢中になれる場所のひとつとして活⽤いただける機会と

して、若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」を始めました。

東急不動産は、多くの起業家をひきつける渋⾕の魅⼒をさらに⾼めるため、イノベーション創出に向けたスタートアップ

共創施設を展開しています。スタートアップの⽀えになるコミュニティの形成や、その連携の後押しを通じて、スタート

アップエコシステムの発展に向けた取り組みを続けています（※3）。

この度は、起業を志す若者向けにオンラインワークショップを提供するBeyond Cafeが、渋⾕を拠点に事業創出のための

プラットフォームを提供している東急不動産と連携することで、オンラインとオフラインの融合する持続的な起業⽀援の

実現を⽬指します。JOBS CAMP参加中だけでなく、卒業後も先輩起業家や起業家仲間と学び、⾼め合い続けられるきっ

かけを提供します。

（※3）Greater SHIBUYA（広域渋⾕圏）構想：https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html

 

「JOBS CAMP」卒業⽣のその後の姿「JOBS CAMP」卒業⽣のその後の姿

1期⽣の卒業から約1年を迎える本年、Beyond Cafeでは、卒業⽣の「その後の物語」に視点をあてた卒業⽣インタビュ卒業⽣の「その後の物語」に視点をあてた卒業⽣インタビュ

ーの連載ーの連載を始めました（※3）。コロナ禍に奮闘しながら未来を切り拓く彼らのエネルギーを⽇本の若者へ届けています

。

（※3）BEYOND CAFEが主催するU23若⼿起業家育成プログラム「JOBS CAMP」卒業⽣インタビュー連載を開始！⽇

本の未来を担う若者へ、卒業後の物語を届ける

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000026066.html

■■JOBS CAMP卒業⽣インタビューJOBS CAMP卒業⽣インタビュー

電動トゥクトゥクを⽇本で⾛らせる！⼈と違う選択を取り続けた後藤詩⾨が起業するまで卒業⽣インタビュー #1電動トゥクトゥクを⽇本で⾛らせる！⼈と違う選択を取り続けた後藤詩⾨が起業するまで卒業⽣インタビュー #1

https://jobscamp.beyond-cafe.com/78/

https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000026066.html
https://jobscamp.beyond-cafe.com/78/


2020年10⽉：JOBS CAMP1期卒業

2020年12⽉：モビリティ事業を主軸とする株式会社eMoBiを友⼈と共同創業。千葉県南房総市の観光協会や⻑崎県

壱岐市などの事業者等と連携し、⺠泊施設へ電動トゥクトゥクの導⼊を実現

2021年7⽉：個⼈客を対象としたレンタカーサービスを開始予定

学⽣の貧困を解決したい！GAKUWARI代表・齋藤峻輔のやりたいことがなかった頃にやったことJOBS CAMP卒業⽣学⽣の貧困を解決したい！GAKUWARI代表・齋藤峻輔のやりたいことがなかった頃にやったことJOBS CAMP卒業⽣

インタビュー #2インタビュー #2

https://jobscamp.beyond-cafe.com/386/

2020年10⽉：JOBS CAMP1期卒業

2021年2⽉：学割まとめアプリ『GAKUWARI』創業

⺟が最期に欲したのはポテチだった。ごく普通の⼤学⽣だった⼭⽥真愛がヘルスケア起業家になったワケJOBS CAMP⺟が最期に欲したのはポテチだった。ごく普通の⼤学⽣だった⼭⽥真愛がヘルスケア起業家になったワケJOBS CAMP

卒業⽣インタビュー #3卒業⽣インタビュー #3

https://jobscamp.beyond-cafe.com/402/

https://jobscamp.beyond-cafe.com/386/
https://jobscamp.beyond-cafe.com/402/


2020年10⽉：JOBS CAMP1期卒業

2021年2⽉：クラウドファンディングを実施し、⽬標⾦額達成

2021年3⽉：登記

2021年7⽉：パーソナライズプロテイン『My Fit!』β版発表

 

JOBS CAMP3期⽣募集についてJOBS CAMP3期⽣募集について

■■募集期間募集期間

7⽉12⽇（⽉）〜8⽉11⽇（⽔）

※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます

■■応募対象応募対象

応募時点で、下記項⽬を全て満たしている⽅

・23歳以下の⽅

・起業している⽅または起業を志している⽅

・約2ヶ⽉間のワークショップに参加可能な⽅

■■参加定員参加定員

24名



JOBS CAMP独⾃の選考を通過された⽅のみ、ワークショップへ参加いただけます

■■選考の流れ選考の流れ

1次選考：書類審査

2次選考：オンライン⾯接

■■プログラムスケジュールプログラムスケジュール

選考：7⽉12⽇（⽉）〜8⽉22⽇（⽇）

合格発表：8⽉23⽇（⽉）〜8⽉27⽇（⾦）

ワークショップ：9⽉1⽇（⽔）〜10⽉30⽇（⼟）

プレゼンピッチ⼤会：10⽉30⽇（⼟）

※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます

■■応募⽅法応募⽅法

下記、JOBS CAMP特設サイトからお申し込みいただけます

https://jobscamp.beyond-cafe.com/

 

BEYOND CAFEの「キャリア教育アップデート構想」についてBEYOND CAFEの「キャリア教育アップデート構想」について

■■背景背景

「国⼒＝労働⽣産⼈⼝（数）×⽣産性（質）」と⾔われる中、⽇本の少⼦⾼齢化は進み、労働⽣産⼈⼝は減少の⼀途をた

どっています。国は「労働⽣産⼈⼝（数）」を増やす施策として外国⼈労働者、⾼齢者、主婦の活⽤の促進を⽬指し、「

⽣産性（質）」を向上させる施策として テクノロジーの活⽤と教育を重視しています。

https://jobscamp.beyond-cafe.com/


累計6万⼈のキャリア⽀援を⾏うBEYOND CAFEでは、「⽇本のキャリア教育をアップデートする」ことが⽇本における「⽇本のキャリア教育をアップデートする」ことが⽇本における

最重要課題解決の⼀つであり、国⼒を上げることに繋がる最重要課題解決の⼀つであり、国⼒を上げることに繋がると考えています。

そこで、「キャリア教育アップデート構想」を通して就活⽀援に留まらない若年層向けのサポートを提供し、「若者が働

くを通じて夢中になれる場所」の創造を⽬指します。

イベント参加者の様⼦

■■今後の展望今後の展望

就活期以前（⼤学2年⽣以前）の若者も含めた多様なキャリア選択を探求できる体験・学びの場の提供を追求就活期以前（⼤学2年⽣以前）の若者も含めた多様なキャリア選択を探求できる体験・学びの場の提供を追求していきま

す。そのための⼿段として、『BEYOND CHALLENGE（※4）』や『JOBS CAMP』などのオンラインプログラムの企画

・運営に加えて、BEYOND CAFEが創業期から開催しているキャリア教育イベント（※5）の実施を強化していく予定で

す。

（※4）⽇本全国5エリアから集まるユニークな学⽣が、社会⼈メンターと就活仲間と共に取り組む約1ヶ⽉間のオンライ

ンワークショップ『BEYOND CHALLNEGE』をリリースしました

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000026066.html

イベントレポート：https://beyond-cafe.com/beyond_times/articles/beyond-challenge-2021-06-30/

（※5）早活⼈材のキャリア⽀援を⾏うスクール・トゥ・ワークと中央官庁・教職員・⼤学⽣・早活⼈材を交えたキャリ

ア教育セッション「キャリアボウル」を開催しました

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000026066.html

 

東急不動産の「スタートアップ共創」について東急不動産の「スタートアップ共創」について

東急不動産は、スタートアップエコシステム構築を⽬指して、スタートアップと100のサポートやビジネスの創出を⾏う

「SHIBUYAスタートアップ100」プロジェクトに2017年から取り組み、2021年3⽉に活動⽬標として掲げていた100の

チャレンジ実施を達成しました。

ベンチャーキャピタルやアクセラレーターなどとの協業による起業家コミュニティの形成を通じて、スタートアップが成

⻑できる街をめざし、スタートアップ共創施設である「GUILD」シリーズや「Plug and Play Shibuya powered by 東急

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000026066.html
https://beyond-cafe.com/beyond_times/articles/beyond-challenge-2021-06-30/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000026066.html


不動産」といった施設を展開しています。

SHIBUYA STARTUP ECOSYSTEM：https://tlc-shibuya-innovation.net/

 

東急不動産株式会社について東急不動産株式会社について

■■会社概要会社概要

代表取締役社⻑：岡⽥ 正志

本社所在：東京都渋⾕区道⽞坂1-21-1 渋⾕ソラスタ

設⽴⽇：1953年12⽉17⽇

会社HP：https://www.tokyu-land.co.jp/

 

BEYOND CAFEについてBEYOND CAFEについて

■■概要概要

新卒⼈材紹介やコーチング、イベントやコミュニティ運営など様々な⾓度から就活⽣に向けたキャリア教育事業を展開し

ており、現在までに累計6万⼈の⼤学⽣と約200社に利⽤いただいております。また、関東・東北・関⻄・九州の4エリ

アでは、各⽀部10名、合計40名の学⽣インターンが活躍しています（2021年には、東海・中四国⽀部を新規設⽴し、北

海道・東北合同⽀部を展開。全国6エリア、合計60名に拡⼤を予定）。

既存事業の拡⼤を⽬指すだけではなく、今後はジュニア層(⼤学3年⽣以下)や第⼆新卒層に向けたスクール事業や起業家

育成事業、ユーザーコミュニティを活⽤したデータサイエンス事業など、多岐に渡り拡⼤して⾏く予定です。

これらの事業を通して、 ⽇本で最も「キャリア教育をアップデートした会社」を⽬指します。

■■累計⽀援企業・学⽣数の増加累計⽀援企業・学⽣数の増加

年間約2万⼈、累計6万⼈の⼤学⽣のキャリアと約200社の採⽤を⽀援しています。

■■採⽤イベント参加学⽣の平均満⾜度は9.36点（MAX10点）採⽤イベント参加学⽣の平均満⾜度は9.36点（MAX10点）

年間約100回のキャリアイベントを開催しています。企業を招いた採⽤イベントだけでなく、著名な社会⼈を招き「働く

とは何か」を考える機会を創出するキャリアイベントも主催しています。

 

本件に関するお問い合わせ / パートナー募集本件に関するお問い合わせ / パートナー募集

Beyond Cafeと共同で、⽇本のキャリア教育変⾰を推進するパートナー企業様やコミュニティ、⾃治体を随時募集してお

ります。また、本プロジェクトの実現に向けて賛同いただける事業パートナーおよび利⽤いただける企業様を募集します

。興味をお持ちの⽅は、ぜひ気軽にお問い合わせください

■■お問い合わせ先お問い合わせ先

https://form.kintoneapp.com/public/form/show/55ebd36b9d9dbff9a6146296dee1eb5c298babce958f69c75f5c

0ad49c187a22#/

 

株式会社Beyond Cafeについて株式会社Beyond Cafeについて

■■会社概要会社概要

代表者：代表取締役 伊藤 朗誠

本社所在：東京都渋⾕区桜丘町214 渋⾕桜丘町ビル3F

設⽴⽇：2016年9⽉20⽇

事業内容：新卒⼈材紹介事業、キャリア教育イベントの企画運営

会社HP：http://beyond-cafe.com/

https://tlc-shibuya-innovation.net/
https://www.tokyu-land.co.jp/
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/55ebd36b9d9dbff9a6146296dee1eb5c298babce958f69c75f5c0ad49c187a22#/
http://beyond-cafe.com/


■■沿⾰沿⾰

2016.1 株式会社Beyond Cafe 設⽴

2019.9 中央官庁・教職員・⼤学⽣・早活⼈材による、垣根を超えたキャリア教育セッション「キャリアボウル」開催

2020.5 完全オンライン就活イベント「Beyond Festival Online」を開催

2020.8 サイバーエージェント・キャピタルと提携。U23の学⽣起業家育成プログラム「JOBS CAMP」開始

2020.11 村⽥製作所とコミュニケーション解析アプリ「NAONAグループディスカッション（仮）」を⽤いて共同で仮説

検証を開始

2021.7 村⽥製作所と「NOANAグループディスカッション」を使⽤した国内初の就活⽣向けグルディス練習会を期間限

定開催

■■Beyond Cafeのプレスリリース⼀覧Beyond Cafeのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26066

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000026066.html

株式会社Beyond Cafeのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26066

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

株式会社Beyond Cafe 広報担当：⻘⽊

aoki.kumiko@terrace-inc.com

090-7125-5279（直通）

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26066
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000026066.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26066

	BEYOND CAFEが「キャリア教育アップデート構想」の第二弾として東急不動産と提携。若手起業家育成プログラム「JOBS CAMP」をバージョンアップし、第3期の開催が決定！
	7/12より参加者募集スタート！JOBS CAMP1期生のうち、3人に1人が卒業後1年以内に起業。


