
プログラミングスクール
大手3社を数字で

徹底比較してみた！



  今回紹介するプログラミングスクール

  1.テックキャンプ

  2.侍エンジニア塾

  3.DMM WEBCAMP



 ◯比較項目

・受講期間
・受講料
・転職成功率
・受講生におけるIT業界未経験者の割合



1.テックキャンプ)



テックキャンプの基本概要

   テックキャンプには

　✔短期集中コース(転職用)
　✔夜間・休日スタイル(転職用)
　✔プログラミング教養コース

   の3つのコースがある！

✅転職成功率
99.0%(2020年6月末時点)

✅転職成功実績
1,000人

✅受講生におけるIT業界未経験者の割合
90%

✅所在地
東京都、大阪府、福岡県



✅受講期間
最短10週間(=約2ヶ月)

✅受講料
712,800円(税込)

✅分割払いの最低額
35,000円(税込)〜/月

テックキャンプ 短期集中コース

◯コースの概要
通学型もしくはオンライン講座を
受け、短期間で転職を目指すコース
専属コーチが付いてくれる
(学習面＆精神面でサポート)

◯こんな人におすすめ
現在離職中、
または離職予定の方



✅受講期間
6ヶ月

✅受講料
932,800円(税込)

✅分割払いの最低額
61,360円(税込)〜/月

テックキャンプ 夜間・休日スタイル

◯コースの概要
通学型もしくはオンライン講座を
受け、短期間で転職を目指すコース
専属コーチが付いてくれる
(学習面＆精神面でサポート)

◯こんな人におすすめ
現在の仕事を続けながら
プログラミング転職したい方



✅受講期間
お好きなだけ

✅受講料
月額　：19,800円
入会費：198,000円

✅分割払いの最低額
8,500円(税込)〜/月

テックキャンプ プログラミング教養

◯コースの概要
月額制でプログラミングを学べるコース
専属コーチが付いてくれる
(学習面＆精神面でサポート)

◯こんな人におすすめ
現在の仕事を続けながら
プログラミング転職を目指したい方



2.侍エンジニア



侍エンジニア塾の基本概要

 侍エンジニア塾には

✔デビューコース
✔エキスパートコース
✔AIコース
✔転職コース

 の4つのコースがある！

✅転職成功率
公式サイト内に明記なし

✅指導実績
20,000人

✅受講生におけるIT業界未経験者の割合
公式サイト内に明記なし

✅所在地
東京都



✅入学金
32,780円(税込)

✅受講期間&受講料(一般一括支払い )
・4週間プラン       76,780円(税込)
・12週間プラン     230,340円(税込)
・24週間プラン     328,680円(税込)

✅受講期間&受講料(学生一括支払い )
・4週間プラン       69,102円(税込)
・12週間プラン     195,789円(税込)
・24週間プラン     262,944円(税込)

✅分割払いの最低額 (一般)
・4週間プラン       3,199円(税込)〜/月
・12週間プラン     9,598円(税込)〜/月
・24週間プラン     13,695円(税込)〜/月

✅分割払いの最低額 (学生)
・4週間プラン       2,880円(税込)〜/月
・12週間プラン     8,158円(税込)〜/月
・24週間プラン     10,956円(税込)〜/月

侍エンジニア塾 
デビューコース  

◯コースの概要
安価でプログラミングを学べるコース
週に1回マンツーマンレッスンが受けられる

◯こんな人におすすめ
安価でプログラミングを学びたい方



侍エンジニア塾 
エキスパートコース  

◯コースの概要
週に1回マンツーマンレッスンが受けられる
講師にいつでもチャットで相談可能

◯こんな人におすすめ
本格的にプログラミング転職を目指したい

✅入学金
32,780円(税込)

✅受講期間&受講料(一般一括支払い )
・12週間プラン     42,8340円(税込)
・24週間プラン     790,680円(税込)
・48週間プラン     1,185,360円(税込)

✅受講期間&受講料(学生一括支払い )
・12週間プラン     364,089円(税込)
・24週間プラン     632,544円(税込)
・48週間プラン     889,020円(税込)

✅分割払いの最低額 (一般)
・12週間プラン     17,881円(税込)〜/月
・24週間プラン     32,945円(税込)〜/月
・48週間プラン     49,390円(税込)〜/月

✅分割払いの最低額 (学生)
・12週間プラン     15,170円(税込)〜/月
・24週間プラン     26,356円(税込)〜/月
・48週間プラン     37,043円(税込)〜/月



侍エンジニア塾 
AIコース  
◯コースの概要
人工知能を操る最先端の言語を学習

◯こんな人におすすめ
AIに関するプログラミングをしてみたい

✅入学金
32,780円(税込)

✅受講期間&受講料(一般一括支払い )
・12週間プラン     626,340円(税込)
・24週間プラン     1,054,680円(税込)
・48週間プラン     1,713,360円(税込)

✅受講期間&受講料(学生一括支払い )
・12週間プラン     531,729円(税込)
・24週間プラン     843,744円(税込)
・48週間プラン     1,285020円(税込)

✅分割払いの最低額 (一般)
・12週間プラン     26,098円(税込)〜/月
・24週間プラン     43,945円(税込)〜/月
・48週間プラン     71,390円(税込)〜/月

✅分割払いの最低額 (学生)
・12週間プラン     22,183円(税込)〜/月
・24週間プラン     35,156円(税込)〜/月
・48週間プラン     53,543円(税込)〜/月



侍エンジニア塾 
転職コース

◯コースの概要
最短でエンジニア転職を目指すコース
転職に成功すれば受講費が全額返金される

(※ただし、全額返金が適用されるのは
侍エンジニア塾が紹介する
企業に就職した場合のみ)

◯こんな人におすすめ
とにかくどんな企業でも良いので
プログラミング転職したい

とにかく短い期間で転職したい

✅入学金
32,780円(税込)

✅受講期間&受講料(一般一括支払い )
・4週間プラン     140,800円(税込)
・8週間プラン     281,600円(税込)

✅分割払いの最低額 (一般)
・4週間プラン     5,867円(税込)
・8週間プラン     11,734円(税込)



3.DMM WEBCAMP



DMM WEBCAMPの基本概要

DMM WEBCAMPには

✔COMMITコース(転職用)
✔PROコース(転職用)
✔SKILLSコース(教養〜転職用)

の3つのコースがある！

✅転職成功率
COMIMITコース 98%(2020年1月時点)

✅転職成功実績(リニューアル前含む)
3,000人以上

✅受講生におけるIT業界未経験者の割合
COMMITコース 97%
PROコース 公式サイトに明記なし
SKILLSコース 95%

✅所在地
東京都、大阪府



✅受講期間

・短期集中コース 3ヶ月
・専門技術コース 4ヶ月

✅受講料(一括)
・短期集中コース 690,800円(税込)
・専門技術コース 918,000円(税込)
(※専門技術コースは約56万円の
キャッシュバック対象コースのため
実質350,800円で受講できる！)

✅分割払いの最低額
15,500円〜/月
20,500円〜/月

DMM WEBCAMP
COMITTコース

◯コースの概要
短期間でエンジニア転職を目指すコース
講師に質問し放題で
転職できなければ全額返金保証付き

COMMITの中でも
・短期集中コース
・専門技術コース
の2種類がある

◯こんな人におすすめ
現在離職中、または離職予定の方



✅受講期間

・8週間プラン 
・12週間プラン 
・16週間プラン

✅受講料(一括)
・8週間プラン    569,800円(税込)
・12週間プラン  624,800円(税込)
・16週間プラン  679,800円(税込)

✅分割払いの最低額

・8週間プラン    20,400円〜/月
・12週間プラン  22,599円〜/月
・16週間プラン  27,541円〜/月

DMM WEBCAMP
PROコース

◯コースの概要
完全オンライン学習で
エンジニア転職を目指すコース
講師に質問し放題
1年間の転職サポート付き
転職型プログラミングスクールNo.1

◯こんな人におすすめ
現在の仕事を続けながら
プログラミング転職したい方



✅受講期間

・4週間プラン 
・8週間プラン 
・12週間プラン
・16週間プラン

✅入学費用
220,000円

✅受講料
月額 21,780円(初月無料)

DMM WEBCAMP
SKILLSコース

◯コースの概要
これからの時代に必要な
プログラミングスキルの習得を目指す
講師に質問し放題

得たスキルで副業に
チャレンジすることも可能

◯こんな人におすすめ
何か手に職を付けたい方
プログラミングで副業を始めたい方



個人的におすすめなのは
・DMM WEBCAMP COMMIT

・DMM WEBCAMP PRO



DMM WEBCAMP COMMITが
おすすめな理由

1.最大56万円のキャッシュバックがあるので、
本来は約90万円のコースを約35万円で受けられてかなりお得だから

2.未経験者の在籍率が97％と高い！
それでも現場で通用するスキルが身につけられるのは
DMM WEBCAMP COMMITのカリキュラムが良質だから

3.TECH CAMPの同類コース(短期集中コース)に比べて
分割払いの料金が1〜2万円ほど安く、家計への負担が少ない

4.TECH CAMPの同類コース(短期集中コース)に比べて受講期間が
約1ヶ月長いので未経験者でもゆっくり理解しながら学習を進められる



DMM WEBCAMP PROが
おすすめな理由

1.現在就業中であっても一定のペースで
　プログラミング学習を進められる

2.転職サポートもあり
　企業に入る→年収UPの流れを自然につくれる

3.最長の「16週間プラン」でも月々の支払いが27,541円〜で
　飲み会などの交際費等、削れば払えない金額ではない

4.転職型プログラミングスクールNo.1の実績
   



  でも、やっぱり高いと思いますよね？

  僕も受講前は

「高すぎだろ…」

「こんなの払えるわけない。」

  と、今のあなたと同じように思ってました。



  でも、僕にプログラミングスクールを
  勧めてきたエンジニアの友人は

「はっ？どう考えても安いだろ」

「プログラミングの基礎を学べて、
  転職までサポートしてもらえて、
  その後の月収を数十万、
  年収を数百万も増やせるのに何言ってんの？」

  と言ってきたんです。むかつきますよね。ええ。
  普通にむかつきました。笑



でもよくよく考えるとその通りで、
DMM WEBCAMPを受講すると

● プログラミングの基礎スキル
● プログラミングの応用スキル
● 転職サポート
● 講師に質問し放題の環境
● 転職後の収入、年収UP

が一気に手に入るんですよね。



あれ？そう思うと適正な価格なのか？

てか、数十万の自己投資で
年収数百万増やせるって

むしろ安くね…？



もしかして、
受けないほうが損する…？



って感じで僕は受講を決めました！

(※あくまで僕の場合の話です)



でも、人にはそれぞれ考え方の
違いがあると思うので！

どうするのかは
あなた次第だと思います！



でも、僕はDMM WEBCAMPを
受講したおかげで月に100万円も

稼げるようになれました！

僕みたいに短期間で
人生を一気に変えたい方には

おすすめですよ！！！



以上、何か質問があれば
直接LINEを飛ばしてください！

明日からはDMM WEBCAMPの
詳細を詳しく解説していく予定です！！

ではでは！！


