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はみだして、ためそう。

会社をはみだして、

「自分のプロジェクト」をつくるオンラインコミュニティ
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Message

「4th place lab」は、会社の枠を超えて、自分の肩書きにとらわれず、

自分のやりたいことを試してみる実験の場です。

家（1st place）でも会社（2nd place）でもカフェ（3rd place）でもない、

第４の場所で、仲間とともに

「自分のプロジェクト」を立ち上げませんか？



プログラムについて
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はみだして、ためそう。



組織で働く個人の方

行動を起こしてみたいが
動けていない

３ヶ月間のプログラム
＋ コミュニティ

アイディア・フィードバック
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System

「やりたいこと・アイディアの具体化」

「アクションサイクル」「仲間の巻き込み」をサポートし、

プロジェクトの立ち上げを伴走します。
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これまでの参加者

37名
（第１期〜第３期）

20代後半から50代まで幅広い年齢の方が

ご参加。業種も職種も様々。地域も関東を

中心に、関西や九州からもご参加いただい

ています。

Member

いずれ「自分で事業を起こしたい」、「社内で新規事業を立ち上げたい」、

「社会活動・地域活動をしたい」、「好きなことを広めたい」など、

はみだした先に目指すものは十人十色です。
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Project

01.移動の可能性を探る
「移動を哲学するプロジェクト」

スクールアンドコー

02.企業と教育現場をつなぐ
「School&Co. プロジェクト」

04.映画を通じて地域がゆるくつながる
「ゆるコネcinema」

05.山登り＆山メシで月曜日を楽しく！
「マウンティングマンデー」

06.サッカーのメソッドを組織で活用する
「ピッチの外の組織論」

03.クルマに乗らない人に寄り添う
「運転しなくたっていいじゃない」

社会を変える 社会を変える

組織を変える地域を変える 好きを広げる

社会を変える

映画を入り口とした、地域の
コミュニティ。人、お店、地域
をゆる〜くコネクトしていくこ
とを目標に上映会を開催。

コンセプトは「月曜日を楽しく
する」。日曜日に山登り＆ 山
メシをたのしんで、月曜日を
マウンティングしよう！

サッカー選手が“ピッチの外”
で実践していることに着目し、会社

で生かすためのワークショップな

どを行う。

「自動車メーカーは、クルマを使っ
てもらう、買ってもらうだけが正解
なのだろうか」という疑問から、ク
ルマに乗らない人に寄り添う取り
組み。

学校と社会をもっと身近に。
外部講師になって、
子どもたちにビジネス現場を
教える活動を行う。

移動しなくても生きていける
今の時代。対話を通じて、移
動の本質と新しい
可能性を探っていく。

※ これまでのプロジェクトの一部を抜粋してご紹介



Pick up
３ヶ月のプログラムでは、主に以下の３つを重視しています。

①
ネットワーキング

②
アイディア

③
アクション

　

プログラムは、あくまで参加者のアク
ションをフォローするものです。座学
ではなく、各々のアクションをベース
に進めていきます。

一人で考えていてはアイディアが広がら
ない、アクションの仕方がわからないこ
とも。仲間やゲストの方などからヒント
を得て、実践につなげていきます。

仲間やゲストからの
アイディアやヒント

探索・実験を繰り返す
アクションサイクル

仲間の巻き込みや、社外とつながるモ
デルケースなどをお伝え。つながりを
深めたり広げたり、ネットワークを広
げることでできることを増やします。

周囲を巻き込み
つながりを促進
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方向性を決める

週１回オンラインにてワークショップやメンバー間で対話を行い、

アイディア出し・実践・振り返り・アップデートを３ヶ月間繰り返していきます。

02
リソース抽出

03

ゲストトーク

04
フィードバック

１週目

２週目

３週目

４週目
9

05
コンセプト設計

06
仲間づくり

07

ゲストトーク

08
フィードバック

09
コラボレーション

10
社会接続

11

ゲストトーク

12
フィードバック

 3 months Program

ピ

ッ

チ

イ
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ト

１ヶ月目
モデリング

２ヶ月目
ネットワーキング

３ヶ月目
コラボレーション

※ プログラムは変更になる場合があります



エントリーのご案内
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Entry

・条　件： ① 会社をはみだして、自分のやりたいことをカタチにしたい方

                   ② 取り組んでみたいテーマやキーワードを何かしらお持ちの方（具体的である必要はありません）

　　　　　　※ フリーランス、自営業者、経営者、パート・アルバイト、社会人３年未満の方などは除く

　　　　　　　（３年未満の方は組織で頑張ってほしいという思いから）

・選　考： 書類 / 面談（zoom 30min）

・期　間： ３ヶ月（※ 開始時期はエントリー時期によって異なりますのでエントリーフォームの詳細をご確認ください）

・活　動： 毎月 第１週〜第４週の火曜日 20:00-21:30 @ Zoom（イレギュラーあり）

・定　員： 最大20名程度

・月会費： 無料

・初期費：１万円
　　　　　　　※ ご自身のWLL（やりたいこと）を言語化するワークショップ「WILL発掘講座」を受講いただく必要があります。

　　　　　　　　 その費用が１万円かかります。既に受講済の方は不要です。

　　　　        　▼ 「WILL発掘講座」の概要はこちら

　　　　　　　      https://www.street-academy.com/organizers/loandeal

https://www.street-academy.com/organizers/loandeal
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Selection

　 エントリーから入会までの流れ

① エントリーフォーム（書類選考）にてご応募
⇩
② 個人面談（書類選考通過者のみ / 30分程度 @Zoom）
⇩
③ 入会（面談通過者のみ）

　 選考について

・選考基準：「4th place lab」でどんなことをやってみたいのか？ 本気度と情熱を重視致します。

※ 少人数制のため、本気度の高い方を優先させていただきます。

エントリーフォーム
https://forms.gle/eCjiameFFSewYX9i6

（所要時間：15分程度）

https://forms.gle/eCjiameFFSewYX9i6


 よくあるご質問
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Q1：開始のタイミングはいつですか？

　A：エントリー時期によって異なります。サイトをご覧ください。

Q2：いつでも退会できるのでしょうか？

　A：基本的には３ヶ月単位のプログラムですが、やむを得ないご事情がありましたらいつでも退会可能です。

　　 また継続不可と運営側が判断した場合は、途中で退会をご相談する場合もあります。

Q3：月４回、必ずプログラムに参加する必要があるのでしょうか？

　A：やむを得ないご事情をのぞき、基本的にはご参加ください。

Q4：会社で副業禁止なのですが参加できますか？

　A：収益を得る・得ない含め、どのような活動を行うかはご本人次第です。

Q5：やりたいことがわかりません。それでも参加できるのでしょうか？

　A：やりたいことが具体的である必要はありませんが、やりたいことのテーマやキーワードは必要です。

　　   ご自身でアクションを起こすプログラムですので、何もない状態ですと苦労されると思います。

Q & A



「4th place lab」 発起人 ｜ 運営元

小 国 士 朗   
株式会社小国士朗事務所 代表取締役。NHK 元番組制作ディレクター「注文をまちがえる料理店」

「deleteC（みんなの力でがんを治せる病気にするプロジェクト）」などを手がけている。

活動の根底にあるのは「Tele-Vision」の実践。
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原 田 未 来
「4th place lab」運営会社である、株式会社ローンディール 代表。「レンタル移籍」という
事業を通じて、主に大企業の人たちに一定期間ベンチャー企業で働く機会を提供している。

小 林 こ ず 恵
株式会社カラメル 代表。ローンディールのオウンドメディア「&LoanDEAL」の運営も行う。

会社員時代にこんな場所が欲しかったという思いで「4th place lab」を立ち上げる。

運営元：株式会社ローンディール　東京都港区北青山3-6-23-7F　https://loandeal.jp/

https://loandeal.jp/
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みなさまの

はみだしを応援しています！

お問い合わせはこちら
https://forms.gle/se7KsK4XjaqoKr9D8

https://forms.gle/se7KsK4XjaqoKr9D8

