
GTE　イノベーションチャレンジ

スタートアップのためのフレーズ・単語シート

Approach to innovation and entrepreneurship

イノベーションと起業家精神

finance 財務 ビジネスを始めると必ずお金の話が出てきます。お金に関連する話を財務情報と言う

accounting 会計 お金の会計に関する事項

funding 資金調達 事業を始めるときにお金（資金）が必要になります。その金をどのように集めるかを資金調達という。

investment 投資 他の人がお金を出して会社の株を買うことを投資と言う。

public relations 会社の宣伝活動 会社の商品や会社の良いイメージを他の人に伝えるする活動を言う。

marketing マーケッティング 会社の商品等の利用者が、どんなところに、どの位大勢いるのかを調査すること。

sales 販売 商品を売ること。

branding ブランド
自社の商品を他の商品と区別するために，商品に使用する名称や標章、銘柄、
商標をいう。　また顧客に自社の商品の優れた点を上手く伝える活動。

supply chain 供給チャネル 自社の商品を顧客に販売するときにどうのような経路になるかを販売チャネルという。

production 生産 商品やサービスを製作すること。

human resources 人事 従業員の採用や社内の人事を行うこと。（昇進、人事配置、給与を決める等）

legal 法律 会社内で法律に関する業務を行う。（契約、特許出願等）

web development ウエブ開発 自社のウエブページを作り運用すること

engagement 従事すること、採用 Engagement Letter（採用通知）

accountability 説明責任
社会の了解や合意を得るために業務や研究活動の内容について対外的に説明する責任のこと。行政
機関や企業が保持すべき倫理とされる。説明責任。

Lean Start-Up Business Model Canvas リーンスタートアップ 無駄を出来るだけ省いた起業のやり方を記入する決まったシートのこと。

10 slide pitch deck 10枚の事業説明スライド 多くの場合自分たちの事業内容を10枚のスライドで説明する。そのガイドライン。

submit 提出する 投資家に提出すると言う。

The problem（課題、問題とも言う）

 "A" Slution 答え（ソリューション） 課題を解決するための方法

unfair advantage 絶対的な強み 他の会社に比べて比較にならないほど優れた点を言う。

Industry tailwinds 事業の追い風 今進めているビジネスについて良い情報が集まっている状態を言う。

Sustainable 継続できること 現在行っていることが将来も継続出来ること

eco-system 環境や生態系 ベンチャー企業が上手く成長出来るような環境のことを生態系という。

Sustainable eco-system 持続可能な環境 ベンチャー企業がつぶれないでやっていける環境。

Our Product: Alpha　： 初の自社商品（アルファー）

Alpha Testing underway at XXX 初のテスト 初のテストは自社の実験室で行う

Private Beta Shipping Late Jun 2018 自社の販売可能な試作品 自社の販売可能なテスト商品は２0１８年６月の予定

Sales & Marketing 販売と市場調査

Currently 現在は

Establish relationships with XXX XXX社とお関係を作る

The competition 競合

Affordable & Expensive 手ごろな価格と出費

Offline & Online オンラインとオフライン

Our Revenue Model 収入モデル

Transactional 取引上の

30% commisssion of each transaction from XXX XXX社との取引ごとに30％の手数料を払う

Sliding scale 6 %-12% Service fee from XXX XXX社との取引条件によって6％−12％割り引く

Subscription 申し込み

Subscription fee for "A" uses to be implemented down the line 申し込み費用は次回の時の支払いに回す

The Forecast 予測

active users 実際に使ってくれているユーザー

Assumed Averedge Hire

% Host commission 手数料（％）

expenses 支出

Profit 利益（＝売ったおかねーかかったお金）

Road map 計画予定表

strategy & management （ベンチャー企業の）経営戦略とマネージメント

team building 会社の起業時の幹部のチームの作り方

learn by doing simulation 模擬訓練から学ぶ

engaging activities 決めたことを実行する活動

case study and discussion 例題とその議論

form a team チームを作ること

ideate, create, innovate アイデアを考え、新しいものを付け加え、今までにない新たなものを作ること。

submit exsective summary 全体をまとめたサマリーを提出する

pitch your idea 自分の考えを人に伝えること

The goal to produce a maximum value for a custom with minimum waste.

（顧客にとって一番欲しいもの（価値あるもの）を 小の時間（と努力で）で創り出すことが目的）

Chief Technology Officer 技術の 高責任者をCTOと呼ぶ

new project assignment 新しいプロジェクト（仕事）を割り当てること

Fully satisfies your custommers needs and wants あなたの顧客の必要で欲しいと思っていたものを提供して満足してもらうこと

New start-up Model 新しいベンチャー企業のモデル

Attempts to prematurely scale is the #1 reason that ambitious business start-ups fall.

会社を大きくしようと言う野心家のベンチャーが陥る失敗は準備出来ないうちに拡大しようと言うのが第一の理由だ。



customer discovery 商品を買ってもらえる顧客を探すこと

customer validation この顧客がほんとうに良いかどうか確かめること

pivot 方向転換

customer creation 本当に評価してもらえる顧客を見つけ出すこと

company building 会社の基本を構築すること（人材、資金、計画作成等）

execution 実行すること（口で言うのではなく手足を動かして実行する行為）

SWOT Analysis method（Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

SWOP（強み、弱み、チャンス、脅威）分析

Positive & Negative 強みと弱み

Internal & External 内部要因と外部要因

Strengths 強み

Weaknesses 弱点

Opportunities 機会

Threats 脅威

SWOT analysis SWOT分析

Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test 共感する、定義する、概念化する、試作する、テストする

Empathize mode 共感モード

Empathy is the fundation of a human-centered design process. 人間中心のデザインプロセスではまず共感を呼ぶことが基本になる

Define mode 定義モード

It is a mode of "focus" rathaer than "flaring". 色々と考えを広げるのではなく焦点を絞ってを決めてゆくこと

Ideate mode 概念化モード

The goal of ideation is to explore a wide solution space. 色々な答えを広く探索することがゴールとなる。

Prototype mode 試作モード

Learn quickly to realize a different possibilities 色々異なるやり方の中から実現出来そうなものを早く知ること

assume a beginner's mindset 初心者の気持ちを仮定する

Don't judge 初から決めるな

Question everything 色々質問する

Be truly curious 好奇心を持て見る

Find patterns 共通するものを探す

Listen. Really. 何が現実的なのか聞き出す

Metod; Why- How laddering

Lean Start-up business mode; canvas スターチアップビジネスを学ぶ：キャンバス

Problem- existing alternatives 問題とそれに替わる既存の方法

solution 解決策

Key metrics 主な計数化出来るもの

unique value proposition - High level concept 独自な価値ー上位概念

competitive advantage 競合に対する優位性

channels ものが流れる通路

customer segments- early adopters 顧客の分類ー 初に使ってくれる顧客

cost structure コスト構造

revenue streams 売り上げ

One page summary １ページの要約

excutive summary 全体をまとめたもの

What is the single, clear compelling message? 一行で言える簡単明瞭で説得力のある文章

Why your product/service is different and worth buying? どうしてこの商品（またはサービス）は今迄のものと違って買いたくなるのか？

The top three featurs 大きな3つの特長は何か？

Product adoption curve 商品採用時の増え方は？

Tech enthudiasts 技術大好きな人

visionaries ビジョンを持った人

pragmatists 現実的な人

conservaties 新しいもの飛びつかない保守的な人

skeptics 新しいものを信用しない懐疑的な人

Marketing Mix Matrix マーケットミックス方法


