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事業創造実践トレーニング/Training for developing and executing new businesses

Lean Launchpad ワークショップ(2019 1Q/2Q)概要
Outline about “Lean Launchpad”(2019 1Q/2Q)

本ワークショップは、米国 Silicon Valley 在のシリアル・アントレプレナーSteven Blank が
提唱する「Lean Launchpad」の考え方・手法（スタートアップ企業のアクセラレーショ
ン・プログラム）を日本でいち早く取り入れ、本学学生向けに構成した実践プログラ
ムで、2013 年より行なっています。
This program has been designed and blushed up for AGL and ToTAL students by incorporating the
concept and methodologies of “Lean Launchpad”, originally developed by Steven Blank, a serial
entrepreneur in Silicon Valley, USA, and an acceleration program for start ups, since 2013.
1. 目的/Purposes：
参加者が考える「新たな事業アイデア（社会課題に対する解決策）」を約２ヶ月
間かけてその実現を行うことを通し、リーダーシップ・スキルセットである課題
設定、解決案提示（発想）、ニーズのメカニズム、仮説検証等の能力醸成を、実
践を通して図るとともに、提案する事業アイデアそのものが価値あるものである
ことを検証し、社会に繋げることを目指します。
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The main purpose of this program is to enhance leadership skillsets; issue identification,
presenting solution ideas (idea generation), understanding mechanism of needs and studying
hypothesis in addition to fundamental capability of “logical thinking” through executing new
business ideas (solutions for the social issues) by participants for about 2 months. In addition, it
would be ideal that executing and setting such new business idea into society by proving the
value of the ideas themselves.
本ワークショップは、グローバルリーダー教育院（AGL）で提供を始めた 2013 年
度から毎年行っており、今回で 7 回目となります。昨年同様全 6 回のワークショ
ップで構成されています。実践的かつ最先端のイノベーション創出・事業化プロ
グラムを経験し、イノベーションの本質、事業化の本質、そして、個人の能力と
してのリーダーシップの基本を、頭だけではなく、実体験として理解してくれる
ことを期待します。
This program has been presented to Tokyo Tech students since 2013 as a part of AGL’s menu and
this is the 7th year. The program consists of 6 times of workshops to be held in April-July as we did in
the last year. We expects all students understand and execute the fundaments of leadership, as a
capability of individual, not by brain, but by actual experiences to be made from this latest and
leading edge of the acceleration program.
2. Outline of Lean Launchpad/進め方の概要：
(1) 全体の流れ/Overall flow of work：
i. 事業価値の可視化、顧客開発、そして製品開発を顧客と対話し修正しな
がら素早く行う agile 開発で成り立っています。
Lean Launchpad consists from “visualization of the value of business”, “customer
development” and “agile”
ii. 事業価値の可視化は、Business Model Canvas を用いて行います。
Using Business Model Canvas (BMC) would make “visualization of the value of
business”.

iii. 顧客開発とは、可視化した事業価値の仮説検証作業です。Minimum Viable
Products(MVP)、即ち、販売する製品・サービスが持つ一番の価値を表すの
に、必要最小限の製品・サービスを明確化し、それを顧客や協力者に伝
え、顧客や協力者の insight を得ながら、製品・サービスの「価値」を検証
2

していきます。検証は、MVP を表す「prototype」を開発して行うのが効果
的です。顧客や協力者へのインタビューを通し、
「ニーズを構築する要素」
の抽出を行うとともに、その MVP に対する切実なニーズを持つ顧客が発
見できれば、それが early adopter の候補となります。Early adopter 候補が、な
ぜその MVP へ「切実なニーズ」を示すのかが解析できれば、他にも early
adopter(s)を見つけることが、より早く確実にできる可能性が高まります。
“Customer development” would be verification of above visualized business value
hypothesis. Minimum Viable Products (MVP) should be understood as the
simplification form of the value of the products and/or services to be presented to
the customer, which should be almost equal to “prototype” used in Design
Thinking. By having interview to the stake holders including customers and/or
collaborators by presetting such “prototype”, you will have to derive “insight”, i.e.,
structure to establish “needs” while this activities leads development of the
customers.

iv. agile 開発により、上記の仮説検証結果をもとに、それまでの、MVP（製品・
サービス）を迅速に変更（pivot）していきます。
“Agile” means swift change of direction and/or pivot he business model and MVP.

v. MVP を具現化した「prototype」は、顧客がそれにより得られる価値が実感
出来るものが望ましく、
「製品」の形を取ったり、アプリであったりする
と思いますが、「技術」はそれを実現する重要な要素です。Prototype 開発
で、実際にシステム開発、製品開発、アプリ開発が必要な場面もあると
思います。場合に寄っては、途中で、開発の方向性を変更する事もある
かもしれません。開発（スケジュール）を誰が担当し、いつまでに、ど
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のように行うのか、しっかりした計画をたてる事が必要です。
It will be preferable that the ”Prototype”, materialization of MVP, will make users/customers
feel or understand the value. Sometimes, such “prototype” may be “products”, “scene of
usage” and/or “application software”. Technologies must be, of course, very important to
materialize such “prototype” and some sort of “development work” including system
development, product development and/or application development, may be needed.
Establishing clear-cut development plan, including who will be responsible for such
development work, by when, and how, may be expected.
vi. 第 1 回にあたる合宿で、この手法に関して、詳しい講義があります。第 2
回以降では、上記事業価値の仮説検証の結果はクラスで共有して議論し
（３回行います）、事業の確度を上げていきます。
During the 2-day camp as the 1st class, you will receive a detailed lecture of above
method from facilitators. You will iterate above works in 3 times during the 5
classes.

vii. Business Plan（第 5 回及び第 6 回 / 5th – 6th）
第 5 回までの成果をもとに、対面市場を想定し「数字」を入れた事業計
画を策定します。この数字を考えた際に、さらなる MVP の修正が必要に
なる場合もあるかと思いますし、
「価格」の設定も簡単には行かないかも
しれません。最終的には、投資家向けを想定した事業計画のプレゼン（pitch）
を行います。
Further to the result of your activities made by the 5th workshop, it is advisable that the
team (voluntary base) should try to make “business plan” with the numbers of figures
including possible revenue, cost, wage, profit and depreciation. In this case, some team
may need further pivot of MVP and it will not be so easy to define “price” of the products
and/or services. Finally, the teams are being requested to make a presentation (“pitch”) of
the business plan to possible investors.
(2)

Goal：
当面のゴールは、その新サービス・新商品に対し、「どうしても欲しい」と
いう切実なニーズを持っている顧客（ユーザー：early adopter）を一人でもい
いから見つけてください。理想的には、その顧客から「注文」をとってくだ
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さい。これこそ、「事業」の価値があることの証明です。注文がとれなくて
も、自分たちの事業アイデアについての市場性（価値）確認、顧客の同定を
行う事ができます。
Tentative goal of this project may be finding a customer (user) who is eager to have
your new service/new product; early adopter. It is ideal that having an “order” for the
new service/new product from the customer, which would be the evidence that your
business would be valuable. Even if you cannot get “order(s)”, you will be able to
check marketability (value) of your business idea, and identify who should be
customer(s) through activities.
3. 参加すべき人/Good fit for the students like：
(1) 自身の「リーダーシップ」を確立したい人/The students who want to establish their own
leadership
(2) 研究、ビジネス、行政・政策、社会貢献を目指したい人/The students who are going
to be engage in research, business, government, social contribution.
(3) 起業したい人/The students who want to start business；本プログラムをスタートアッ
プ企業のアクセラレーションプログラム
4. 参加準備と参加方法/Preparation and application：
プログラムは、4-5 名のチーム全 6 チーム程度で進行します。
Around 6 teams will precede the program. Each team consists of 4-5 members.
(1) 参加希望チームによるピッチ/Pitch by each applicant team：
プログラムへの参加申し込みは、チーム単位が基本です。事前に、参加希望
チームによる事業アイデアのピッチをしてもらい、その事業アイデアの実現
生・発展性・事業検証のやり易さ等につき、審査を行います。審査は、本プ
ログラムのファシリテーターである堤氏、飯野氏、および、当方にて行いま
す。発展性・実現性があまり見込めない、事業検証がやりにくいと判断した
場合は、参加を許可できないか、ないしは、事業内容の修正をお願いする場
合があります。
Participating the program by team basis. Business idea pitch to 2 facilitators (Mr. Tsutsumi and
Mr. Iino) and Prof. Yamada by each team will be made in advance to the program for selection.
By considering possibility for materialization and studying hypothesis about the business idea,
2 facilitators and Prof. Yamada may suggest the team to modify the business idea and/or
refuse the team to join the program.
i.
ii.
iii.
iv.

日時と場所/Date & Venue：7/Mar(Tue) 18:00-＠S6-309B
ピッチ時間/Time for the pitch：5 分/5 minutes
2019 年度 LLP 参加募集チーム数/Number of teams for the program：４チーム程
度/Around 4 teams
注意 1/NOTE 1：参加チームの責任者は、本学学生としますが、チームの
メンバーは、他大学学生、社会人でも構いません。ただし、チームメン
バーは、全員、本プログラムの全 6 回（スケジュールは下記）に出席可
能で、チーム活動に貢献する意欲のあることが条件です。特に、第 1 回
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の合宿は、特別な事情がない限り必ず参加してください。
The leader of the tem should be Tokyo Tech student. Team members, however, may be
other university students and non-students. Please, however, note that all members of
each team will have to attend all 6 times of the workshops and to contribute to the team
with high motivation. Especially, all participants will have to join the first 2-day camp if
they do not have special reasons.
注意 2/NOTE 2：チームは、最終的には 4-5 名で構成します。アイデアピッ
チの段階で 2-3 名のチームは、ピッチ後３月中旬までに、新たなメンバ
ーを調達して、チームとして 4-5 名にしてください。
Each team will consist of 4-5 members, not less than 3. If a team has only 2 members at
the time of idea pitch (i.e. 7/Mar), the team will have to make its team with 4-5
members by the middle of March; due date for booking hotels for the 2day camp.

v.

(2) 申し込み方法/Application Form：
添付 Application Form に必要事項を記入して、下記までに、ToTAL/山田特任教授ま
で送付する。
Each applicant team is being requested to send an application form attached to Prof. Yamada by
the date below.
申し込み締め切り/Due date：2019 年 3 月 4 日（月）/ 4/Mar/2019(Mon)
(3) 事業テーマ決定・チームメンバー決定のためのサポートプログラム/Support
program for identifying new business idea and/or team building：

事業ア イデアの考 え方、チー ム組成につい て、
ワーク ショップを 開催します ！！
1 day WORKSHOP about building business idea and team
building

IdeaThon for LLP 2019

LLP 参加を検討している方は、是非、参加してください。/The
students, who want to join the program but have no clear
business idea, are strongly recommended to join the workshop!
•
•
•

日時/Date & Time：16/Feb 10:00-18:00
場所/Venue：O-okayama S422
ファシリテーター/Facilitators: Takashi Tsutsumi/Masato Iino,
Learning Entrepreneur Lab. ＜ラーニング・アントレプレナー
ズ・ラボ/堤孝志、飯野将人＞

(4) チームとしてピッチには出られないが、参加したい場合/If you want to join the
program although you can not join the pitch as a team：
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ピッチを聞いてから、興味のあるチームにコンタクトして、参加することも可
能です。ただし、その場合は、受け入れチームおよび当方が了承した場合に限
ります。
In case you cannot form your team, you will be able to join the program by becoming a member
of other team after hearing a pitch of other team if the team is yet seeking for member(s), and
the team and I accept your participation.

新事業アイデア

（こんな製品・サービスがあったらいいなあ）Team

New Business Idea(s)

Building

It might be cool if new products/services like that are available.

Application
Form
4/Mar(Mon)

Pitch
7/Mar(Thu)
18:00-21:00
@S422

Team
Building

Program
Start
2 day camp
(13-14/Apr)
@LecTore
Hayama

IdeaThon
16/Feb(Sat)
10:00-18:00
@S422

5. 単位/Credits：
本プログラムは、下記科目の単位対象コンテンツです。/This program can be used as the
contents for the credits below.
(1) グローバルリーダー教育課程：人文社会系道場グループワーク、人文社会系
道場修了プロジェクト、科学技術系修了プロジェクト（１回目に人文社会系
道場グループワーク（２単位）、２回目に人文社会系・科学技術系修了プロジ
ェクト（合計２単位）とすることが可能）
For AGL students; Dojo for Management & Society: Group Work, Dojo for Management &
Society: Completion Projects and Dojo for Science & Engineering: Completion Projects (the 1st
participation to LLP as a part of “Dojo for management & Society: Group Work (2 credits)”, then
the 2nd participation to LLP as “Dojo for Management & Society: Completion Project plus Dojo
for Science & Engineering: Completion Project (2 credits total) can be accepted)
(2) リーダーシッップ教育課程：リーダーシッップ・グループワーク実践または
リーダーシップ・グループワーク発展に該当可能（１回目にグループワーク
実践、２回目にグループワーク発展に該当させることも可能）
For ToTAL students; Practical Group Work or Advanced Group Work (1st for Practical Group Work
and then 2nd participation for Advanced Group Work can be accepted)
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6. 参加対象者/Participants accepted：
AGL 所属生、ToTAL 所属生、本学一般学生（学部、大学院）、他大学学生（本学学生
のチーム構成メンバーとして）、社会人（要相談）
AGL students, ToTAL students, Tokyo Tech students (under graduates/graduates), Students of other
universities (as a member of a team led by Tokyo Tech students), non-students (to be discussed)
7. 2019 Schedule：
第1回 13/Apr
#1

Sat

10:00-18:00 Kick Off 2 day camp: Fundamental
knowledge and skills for Lean Launchpad
including Business Model Canvas (BMC)
and establishing initial hypothesis by
considering monetizing.
14/Apr Sun 09:30-18:00 ＜Kick Off合宿：BMC・リーンの基本
と初期仮説構築（含むマネタイズ
の工夫）＞
第2回 26/Apr Fri 18:00-21:00 Presentation about the result of studying
the hypothesis, and methodologies for
#2
making Minimum Viable Products (MVP)
＜検証結果発表＋Minimum Viable
Products (MVP) 作成法＞
第3回 18/May Sat 10:00-18:00 Presentation about the result of studying
the hypothesis, plus revenue model and self
#3
enforcing loop＜検証結果発表＋収益
モデル、自己強化ループ＞
第4回 31/May Fri 18:00-21:00 Presentation about the result of studying
the hypothesis, plus making business plan
#4
(1st half) ＜検証結果発表＋ビジネス
プラン前半＞
第5回 14/Jun Fri 18:00-21:00 Presentation about the result of studying
the hypothesis, making business plan (2nd
#5
half), and scale designing＜検証結果発
表＋ビジネスプラン後半＋スケー
ルデザイン＞
第6回 28/Jun Fri 17:00-20:00 Final Pitch and Steve Blank Award（最終発
#6
表 & 優秀賞（スティーブ・ブラン
ク賞）表彰

LecTore Hayama
Shonan-Kokusai
Mura

＜レクトーレ
葉山 湘南国
際村＞
O-okayama
(S4-422)

O-okayama
(S4-422)

O-okayama
(S4-422)

O-okayama
(S4-422)

O-okayama
(S4-422)
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LLP 2018
8. ファシリテーター/Facilitators：
堤孝志氏および飯野将人氏（ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ）
（「スター
トアップ・マニュアル」の翻訳者）
Takashi Tsutsumi and Masato Iino; Learning Entrepreneur Lab. Both M/s Tsutsumi and Iino
translated the book of “The Startup Owners Manual” into Japanese.

9. Award:
最終回に、当方・ファシリテーター等のスタッフ及び参加学生の互選により、最
優秀チームを選出し、日本で唯一の Steve Blank 賞を贈呈します。発表内容は、MVP
確立の経緯（初期の business model canvas から、どう変わったか）、そして何より、
「顧客獲得」ができたかどうか、になります。
On the last day of this program, Steve Blank Award will be presented to the best team from
tutors. Each team will be requested to present the deliverables including what kind of “MVP”
the team can present, why such MVP (process to reach the MVP from the initial “business
model canvas”, and if the team could get orders from customers, as the result of activities of
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each team.

Team Cheers; Winner of LLP2018

Steve Blank

10. References:
(1) クラスの大まかな進め方のイメージは、本学ホームページ「教育」で特集さ
れていますのでご参照ください。
You will be able to refer the image of LLP in Tokyo Tech web page as follows;
http://www.titech.ac.jp/education/stories/leanlaunchpad2016.html
(2) 一昨年の LLP 第１回である２日間合宿の様子を、下記の道場レポート（日本
語・英語併記）で報告していますので、1 度目を通しておくとよいでしょう
In addition, you will be able to have an image of the 1st round of the program (i.e. 2 day camp)
from AGL/Yamada Dojo report (both in Japanese and English) with URL below.
http://www.agl.titech.ac.jp/dojo/yamada/h29aglwhats-going-onlean-launchpad.html
(3) 昨年の LLP（第１回-第６回）について、下記道場レポート（日本語）がありま
すのでご参考まで。
Reports about each round of LLP 2018 (in Japanese only) are available for your references from
URL below.
http://www.agl.titech.ac.jp/dojo/yamada/2018/
＜連絡先/Contact＞
東京工業大学リーダーシップ教育院
特任教授 山田 圭介
Prof. Keisuke Yamada
Tokyo Tech Academy for Leadership (ToTAL)
Tokyo Institute of Technology (S6-309B)
email:
yamada.k.be@m.titech.ac.jp
Facebook:
https://www.facebook.com/keisuke.yamada.5203
mobile:
080-3258-8711
不明な点があれば、どんな事でも、当方（山田）迄ご連絡ください。
If you have any questions, please feel free to contact Yamada.
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2019 Lean Launchpad Application Form
1.

チーム名/Name of the team：

2.

メンバー/Members:
学籍番号
氏名
/Student Number
Name

専攻
Faculty

大学
University

3.

製品（サービス）概要/Outline of Product (or service):

4.

製 品 （ サ ー ビ ス ） の 想 定 す る ユ ー ザ ー 像 /Possible Users of the product (or
service) :

5.

似 た よ う な 製 品 （ サ ー ビ ス ） の 提 供 者 が い な い か 調 べ ま し た ？ /Have you
check if somebody launched similar kind of product(service)?

6.

想定する収入源/Possible revenue source(s)：
メンバー料か寄付額に応じた手数料
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＜参考/reference＞

これまでの LLP 参加チームと事業
Teams & their businesses in past LLP program
（太字/Bold：Steve Blank Award）
u

2013
i. まちかさ（上地、井上、下村）：傘貸し出しサービス
ii. PIECE（大内、高安、川崎）：グループ単位でのアクセスする SNS
iii. Look@Comm（林、坪井、瓜生原、水上）
：聴覚障害者向け自動手話サービ
ス
iv. Manage Mentor（木村、辻、竹内）：「やりたい事を見つける」アプリ
i. Machikasa (Uechi, Inoue, Shimomura); Free rental umbrella service
ii. PIECE (Ohuchi, Takayasu, Kawasaki): SNS by accessing only the unit of
“group”
iii. Look@Comm (Hayashi, Mizukami, Tsuboi, Uriuhara): Automatic sign
language service for hearing-impaired people
iv. Manage Mentor (Kimura, Tsuji, Takeuchi): Mobile application for finding
what you want to do.

u

2014
i. VIS-VOICE（元木、水上、稲川、Daniel）：音の響き方を可視化する事
でプロ歌手向けレッスン
ii. FOOD CHECKER（八木、川﨑、木村、渡邊（真））：店頭にある食
品（菓子）の成分を即座に英語化するアプリソフト
iii. NEXT Chari-kash（中村、宮田、鹿山、幸寺）：格安広告付き自転車レ
ンタルサービス
iv. れつパス（渡邉（亮）、石垣、胡、王）
：行列店で並ばなくてすむサ
ービス
v. Renecrowd（畦地、井上）：再生エネルギー事業への融資に特化した
クラウドファンデイングサービス事業
vi. PIECE（大内、川島、畑井、高村）
：簡便、低価格の女性向けダンス
教室サービス
i. Vis-VOICE (Motoki, Mizukami, Inagawa, Daniel): A service of visualization about
booming voice for professional singers
ii. Food Checker (Yagi, Kawasaki, Kimura, Mayu Watanabe): Application
Software (for smart phone) to see ingredients of food (sweets) on the
shelf in supermarkets in English for Islamic visitors to Japan
iii. Retsu-pass (Ishigaki, Akihiko Watanabe, Wang, Hu): New business scheme that
customer can enjoy food immediately without waiting in a long cue at the very
busy restaurant.
iv. Renecrowd (Azechi, Inoue): Crowd funding service for making investment or loan
only to dedicated field of business; recyclable energy.
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v. PIECE (Ouchi, Takamura, Hatai, Kawashima): Easy to access and low cost dance
lesson service for active working women
u

2015
i. チケットバケット（石垣、井口、加藤、千條）：スポーツやコンサ
ート・チケットのファン同士の交換サイト開発・運営
ii. 和ショック（胡、有子山、平井、Korkut、齋藤（彩））：外国人向け
和食説明サイトの開発・運営
iii. Mounty（Brown、Dzissah、石田、吉木、景山）：生体情報発信ウ
エラブル端末の開発・販売
iv. Priority Booster（渡邉（亮）、下川、高、坂井）：優先課題を自身が行
うことを鼓舞しサポートしてくれるサービス
v. SITOK（稲川、橘、杉山、及川、貴志）
：セミプロの音楽家が練習で
きる場所を推薦提供するサービス
vi. TT Hub（齋藤（滋）、坂本、因幡、鈴木、森本）：新サービスに用い
る試作品を、専門知識とスピードで提供するサービス
i. Ticket Bucket (Ishigaki, Iguchi, Kato, Senjo): Development and operation of
exchanging web service of tickets for big event, such as sports and concert,
between enthusiasts.
ii. Wa-shock (Hu, Ujiyama, Hirai, Korkut, A. Saito): Development and operation of
information web service about Japanese food in English for foreign visitors.
iii. Mounty (Brown, Dzissah, Ishida, Yoshiki, Yuhang) : Development and
sales of wearable device for sensing vital biological information to be
used for mountain climbers and elderly people.
iv. Priority Booster (A. Watabnabe, Shimokawa, Gao, Sakai) : A service for
encouraging users to engage in their priority issues to be done.
v. SITOK (Inagawa, Tachibana, Sugiyama, Oikawa, Kishi): An introduction service for
semi-/professional pianists about the place for practicing playing piano
vi. TT Hub (Associate Professors; Saito, Inaba, Salamoto, Morimoto and Suzuki): A
service for developing prototypes by providing consultation about specific
knowledge and making capabilities with users.

u

2016
i. 酒どころ（川口、Lin、長濱、村田）：貴重な日本酒が飲める場所・
居酒屋の案内サイト開発・運営
ii. KASA（甲斐、今野、篠田、田中）：傘の盗難防止デバイス開発販売
iii. Dare-Colle（永田、濱野、Nyandaro、平本）
：顔をなかなか覚えられな
い人向け顔認証・通知システムの開発・販売
iv. How-Full（齊藤（敦）、俵、田岡、Harish）：カフェ空席案内サービス
v. Vegima（松原、及川、長島）：無農薬野菜生産者への応援ツール
vi. Lente（井口、下川、橘）：弱視者向け道案内システム
i. Sake-Dokoro (Kawaguchi, Lin, Nagahama, Murata): Application for guiding
bars/restaurants that serve "excellent/valuable" Japanese sake.
ii. KASA (Kai, Konno, Shinoda, Tanaka): Development and sales of the device that
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iii.

iv.
v.
vi.

can prevent steal of umbrella.
Dare-Colle (Nagata, Hamano, Nyandaro, Hiramoto) : Face recognition and
announcing name for the person who have difficulties to memorize person's
face.
How-Full (A. Saito, Tawara, Taoka, Harish) : Application for guiding vacant seats in
Café.
Vegima (Matsubara, Oikawa, Nagashima): Tools for encouraging “organic
vegetable” farmers
Lente (Iguchi, Shimokawa, Tachibana): Route guiding system for the
people who have difficulties of seeing.

u

2017
i. UNICOM（Robin、甲斐、Son、高岸）：講義中の学生と教員のコ
ミュニケーションを促進するグループウェア
ii. Hapbeat（山崎、織田、Santosh）：体に巻きつける紐で音の振動を体
感できる小型デバイス
iii. Music Tree（佃、岩本、間中）：高齢者向け音大生によるオンライン
演奏レッスン：
iv. ICS（Paniti、林、Marcos）：海外訪日者向け急病アシスト
v. Chrono Checker（赤木、黄）：時間管理可視化デバイス
i. UNICOM (Robin, Kai, Son, Takagishi) : A groupware to encourage
communication between students and tutor
ii. Hapbeat (Yamazaki, Oda, Santosh) : A portable "body-sonic" type of device by vibration
of strings sounded to body.
iii. Music Tree (Tsukuda, Iwamoto, Manaka) : On-line lesson of playing instruments by
music school students for aged persons
iv. ICS (Paniti, Hayashi, Marcos) : Assisting oversea visitors from minor language countries
for their communication with hospitals/doctors about their urgent illness

u

2018
i. Bath Republic（日高、松尾、足達、大川）：銭湯おしゃべりタオルと
いう製品による銭湯でのコミュニケーション活性化
ii. セレンディピティ（小山、杜、富屋、中村）：AI によるファッショ
ンコーディネート・レコメンデーションサービス
iii. Cheer（松浦、長島、矢島）：努力を可視化する若手クリエイ
ター応援サービス
iv. UMe（Ornida, Chatr, Chawait, Sirapop）：海外からの留学生・就労者間で
の、家具・電化製品の売買を促進するためのデリバリーサービス
v. TUG（駒、長井、武井、鍋田）：フェリーなどの大型船の着港時の
タグボートの用船数を最適化するサービス（（株）ウェザーニュー
ス）
vi. LOGI（和田、大澤、栢野、望月、折野）：天候に応じた最適な物流
手段の提案サービス（（株）ウェザーニュース）
i. Both Republic (Hidaka, Matsuo, Adachi, Okawa) : Activating communication in public
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.

bath by selling the specially printed towels
Serendipity (Koyama, Du, Tomiya, Nakamura) : Fashion coordination recommendation
service by AI
Cheer (Matsuura, Nagashima, Yajima) : Service for encouraging young aged
creators by visualizing their efforts.
UMe (Ornida, Chatr, Chawait, Sirapop) : Delivery service to enhance sales of used
furniture’s and electric appliances between students/workers from oversea countries
TUG (Koma, Nagai, Takei, Nabeta from Weather News, Inc.) : Optimizing service of tug
boats for large ships
LOGI (Wada, Osawa, Kayano, Mochiduki, Orino) : Recommendation of optimized
transportation route depend on weather forecasting
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42&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0989200507&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&p
f_rd_r=13AH0DY4ZM02TJ56271N
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Ø

The Four Steps to the Epiphany:
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6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423126980&sr=8-1&keywords=Lean+Startup
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http://www.amazon.co.jp/Zero-One-Notes-Startups-Future/dp/0804139296
（日本語判）ゼロ・トゥ・ワン

ピーター・テイール（著）

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%88%E3%82%A5%E3%8
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