
事業アイデアを 
考えた人

アイデア実現を 
応援したい人
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第二回「新事業アイデア・セッション hint」

3月24日19時@コトブキ



CPF 
(顧客課題FIT)

PSF 
(課題解決FIT)

　　　① イノベーションを発想する

　　　② アイデアをひとつに絞る

　　　③ ユーザーに共感する

　　　④ 対話してアイデアを磨く

　　　⑥ プロトタイプを制作する

　　　⑤ ソリューションを考える

　　　⑦ ビジネスモデルを構想する

　　　⑧ 新事業アイデア・セッション hint

　　　⑨ PMFスタジオ：最小機能プロダクトを開発する　　　

　　　⑩ PMFスタジオ：市場で、評価と改善を繰り返す

PMF 
(製品市場FIT)

これね！
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私たちが目指す 
「ハッピーイノベーション」とは？
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一昔前のメガベンチャー、起業の流儀

① 世界を変えるようなビッグアイデアをひらめく 
② 経営環境を分析し、立派な事業計画をつくる 
③ 起業チームを結成し、起業資金を集める 
④ オフィスを借りる、人を雇う、ウェブをつくる、広告をする 
⑤ いかにお金を集めるか、いかに集客するか 
⑥ 社員とも顧客とも、お金を通じた関係になる 
⑦ キーとなるのは、資本戦略、製品戦略、マーケティング戦略 
⑧ 目標は、最短距離の成長、トップシェア、企業価値の最大化
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幸せ視点のイノベーション、起業の流儀

① 自分が夢中になれるスモールアイデアをひらめく 
② 計画より前に、経験を積み、学習し続ける 
③ その過程で、コンテンツが磨かれ、同志の輪が自然と広がる 
④ 価値観をともにする友人のチカラを借りて、小さく始める 
⑤ いかにいいサービスをつくるか、いかに顧客の事前期待を上回るか 
⑥ 一期一会。人との出会いを大切にする 
⑦ 無理に告知しない、無理に戦略をたてない、無理に拡大しない  
⑧ ビジョンはあるが、自然な流れを大切に、幸せの連鎖を広げる
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僕が起業経験を通じて学んだ事。それは「お金」を目的にすると不幸の連鎖を生むと
いうこと。僕たちは「起業」にお金が必要だと思っているが、それは本当だろうか？ 

人類は、農業の発明で農作物の余剰を生み、お金を生み、国家や市場を生み出した。
次第に生産するにはお金が必要になり、持てる者と持たざる者の悲劇を生みだした。 

でも、そもそも生産に必要なのは「人のチカラ」であって、お金じゃない。お金は
「人間関係なしで人の助けを借りる道具」にすぎないのだ。お金なしで小さく始め、
学びあい助けあいながら事業を育てられれば、今とは違う幸せな世界が見えてくる。 

だから僕たちは「最小のお金」で「人を幸せにする事業」を創りだしたい。コスト 
ゼロの幸せな事業創造。これができたら、世界はきっと笑顔に溢れたところになる。

原点にある思い …

参考： ヤニス・バルファキス著「父が娘に語る経済学の話」



ハッピーイノベーション・プラットフォーム

 ① hintゼミ / チームdot  … 
[事業アイデアの創出]

② 新事業アイデアセッション hint 
[事業アイデアの発表]

③ PMF with ハピカバ 
[コラボで事業化]

 ④ スタートアップ会議 
[起業 / 新規事業 / バイアウト]

ハッピーイノベーションが孵化されるプラットフォーム

CPF

PSF

PMF
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ハピカバ？
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中川 陽

三浦 剛 中村 佳正大前 創希

古屋 武範

中川 陽 福田 浩至 古屋 武範

伊藤 靖小菅 恵雄
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ハピカバは優しく … 

・発案者と二人三脚で、PMFまで並走してくれる 
・発案者が望む「事業化のカタチ」を一緒に考える 
・PMFに必要なアイデア、少額の経営資源を提供する
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ONE for ALL, ALL for ONE
ヒト、モノ、カネ、アイデア、技術、情報 ... 
みんなでコラボして、みんなの夢を実現しよう

ハピカバの哲学
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ハピカバと一緒に 
PMFを実体験しよう！
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スタートアップの生死は 
"Product Market Fit (PMF)" を 
達成できるかどうかで決まる。

Mosaic, Netscape開発者 
マーク・アンドリーセン
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5 Phases of the Startup Lifecycle 
Morgan Brown on What it Takes to Grow a Startup ステージⅠ：課題/解決フィット 

課題を発見して、検証する 

ステージⅡ：最小機能製品 
最小機能製品を開発して、検証する 

ステージⅢ：製品/市場フィット 
製品を最適化し、販路を開拓する 

ステージⅣ：スケール期 
製品の成長に集中する 

ステージⅤ：成熟期 
出口戦略ないし世界展開を実行する

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
Ⅴ

スタートアップのライフサイクル

PSF
PMF
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PMFがないときはいつだってわかる。カスタマーは製品に価値を
感じていないし、クチコミは広がらない。製品の利用もそこまで
早く成長しないし、メディアによるレビューもあやふやで、営業 
サイクルは長すぎて、案件はクローズしない。 

PMFが見つかった時も誰が見てもわかる。カスタマーは製品が 
できた瞬間に購入していき、製品利用にサーバーが追いつかず、
会社の銀行口座に売上金があふれる。営業やカスタマーサービス
の採用が追いつかなくなり、あなたの会社を聞いたメディアから
電話が鳴り止まない。

Mosaic, Netscape開発者  マーク・アンドリーセン
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PMFの基本「ショーン・エリスのテスト」 

もしこのプロダクトが使えなくなったとしたら、どう感じますか？ 

1. とても残念である 
2. まあまあ残念である 
3. 残念ではない (あまり便利ではなかった) 
4. もうこのプロダクトを使っていない

目指せ 40%！
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MVP(Minimum Viable Product = 実用最小限の製品) 
・顧客フィードバックを繰り返し、学習を得るための実験的な製品 
・はじめてのユーザでもすぐ理解できる、シンプルで最小限の製品

定性的に 
検証する

定量的に 
検証する

MVPを 
創る

P3.  製品リスク：MVPの独自価値は理解されているか？ 
C3.  顧客リスク：最も効果的な顧客チャネルはなにか？　 
M3. 市場リスク：MVPはいくらで売れるか？

P4.  製品リスク：[粘着型] ユーザー定着率は十分に高いか？ (初月継続率で40%以上) 
C4.  顧客リスク：[ウィルス型] 顧客推奨は十分に高いか？ (ウィルス係数で100%以上)　 
M4. 市場リスク：[支出型] 顧客生涯価値は十分に高いか？ (LTV > 新規顧客獲得費×3)

製品リスク：正しい製品をつくれるか？　 
顧客リスク：顧客への経路をつくれるか？　 
市場リスク：実現可能な事業をつくれるか？

MVP 
(最小機能製品)

PMF 
(製品/市場FIT)

科学的な新規事業育成のアプローチ
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ハピカバになると …

・リーンスタートアップを実体験できる 

・３ヶ月に一度、新規事業のタネが得られる 

・発表者とプライスレスな体験を共有できる
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① イケてるアイデアを生む
② 小さな成功事業に育てる
③ 企業にバトンタッチする
④ 循環する仕組みをつくる

みんなでコレつくって、世界に幸せを広げよう！



19:00　hintスタジオ構想について (斉藤) 
19:10　ハッピーのカバさん紹介 (福田) 
19:15　PMFチャレンジ！(各発表者より7分発表、5分質疑) 
　　　　・一日で家族を繋ぐ日本舞踊教室 (有馬和歌子) 
　　　　・おとなのランドセル (大塚正樹) 
　　　　・気づきアプリ Sparkle (三原真理子) 
　　　　・バーチャルトリップ・ジム (松野愛結奈) 
　　　　・宿泊費を払うのはもうやめよう計画 (福井一志) 
　　　　・シェア・クローゼット (上原楓) 
　　　　・ママに休息を、シェア・ナイトナニー (山口智子) 
20:40　休憩タイム 
20:50　新規チャレンジ！(各発表者より8分発表、12分質疑) 
21:50　第四期チャレンジャーからの挑戦

3月24日 hint発表会 @ コトブキさん


