
第 6回一橋大学学生ビジネスプランコンテスト                 

応募申請書 

 

プラン名 Palto 

プランの概略を記入してください。 

※欄の大きさは自由に変更してもよいが、１～７で１枚に収めること 

１．市場、事業領域 例：学内昼食市場 

日本のインバウンド市場。特に、訪日外国人観光客向けの通訳事業。 

２．顧客 例：空腹かつ、生協で食事をする時間が無いあるいは人ごみが苦手な学生 

英語を話したいけど、実践の場がないという日本人の悩みと、日本語がわからず、自分の思うように日本観光

ができないという訪日観光客 

３．場所 例：部室棟前路上 

Palto自体はオンラインサービス。 通訳者は日本国内の各地で外国人の通訳を行う。 

４．実施期間 例：12：00～13：00 

３年間で完全黒字化をめざす。 

５．費用、収益構造 例：総原価 50円、販売価格 100円/濃利多売で勝負する  

訪日外国人からの報酬のうち、20%をサービス使用料として  Paltoがいただき、残りの 80%を通訳者に報酬分

としてバックするかたち。 

 

６．意義 例：現在の一橋大学には時間の無い学生が利用できる昼食オプションが少なく、昼食を摂らない学生が多い。

こうした学生が午後に空腹で困らないで済む。 

英語を話したいけど、実践の場がないという日本人の悩みと、日本語がわからず、自分の思うように日本観光

ができないという訪日観光客の悩みを解決する。さらに、これまで英語を使えず、外国人旅行客を集客できな

かった伝統的な事業主（居酒屋、伝統工芸師、文化体験提供業者など）にも価値がある。 

７．優位性 例：一橋大学生という安価な労働力を利用できる。東京農業大学から大学間の交流を利用して、安価で高

品質な小麦を大量輸入することができる。 

個人旅行の通訳サービスというニッチなカテゴリーには大手旅行代理店や大手宿泊予約サービスは入ってき

ていない。これは、大手企業は自前でベテラン通訳やツアーコンダクターを抱えており、Palto のような一般

人の通訳を抱えるモデルはカニバリズムになってしまうため。 
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外国人向け通訳プラットフォーム「Palto」 

 

Team Wakeapps 

1112236s 堀田遼人 

2113154s 田邊 竜昂 

1114195s 服部 紘太朗 

1114219u 船越 弘晃 

 

①エグゼグティブサマリー 

○ ビジネスモデルとチーム 

 Palto は、「外国語を実践活用したい日本人と、日本で(特に言語面で)困っている外国人

旅行客」をマッチングさせるサービス。英語を話したいけど、実践の場がないという日本

人の悩みと、日本語がわからず、自分の思うように日本観光ができないという訪日観光客

の悩みを解決する。さらに、これまで英語を使えず、外国人旅行客を集客できなかった伝

統的な事業主（居酒屋、伝統工芸師、文化体験提供業者など）にも価値がある。従来、旅

行代理店一辺倒だった日本の観光産業にイノベーションをおこしたい。日本が大好きであ

りながら、海外経験も豊富なチームメンバーだからこそ、当事者意識をもって挑める課題

である。 

 

○ マーケット 

 近年、訪日観光客の数は急速に伸びており、日本のインバウンド市場は拡大している。

とくに、ツアーではなく、自分でカスタマイズするタイプの個人旅行が多くなっている。

しかし、多くの訪日観光客が、日本の「外国語対応不足」に不満を抱いている。 

 

○ 競合分析 

 Palto の競合としては、旅行代理店各社、宿泊予約サービス各社、自治体が主に運営する

観光案内所、Airbnb などの宿泊サービスなどがある。しかし、「個人旅行向け、かつ通訳

サービス」というカテゴリーには、確固とした地位のプレイヤーはいない。旅行を自分で

カスタマイズするようになる時代だからこそ、Palto のようなサービスが求められている。 

 

○ マネジメント 

 Palto は、リーンスタートアップの手法を用いて、仮説の検証と学習をハイスピードに繰

り返し、スケールさせるモデルだ。3 年目にグローバル市場で勝ちに行くため、1,2 年目は
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J カーブを掘るかたちをとる。3 年目には、「個人向け旅行市場」でのデファクトスタンダ

ードをとりにいく。 

 

 

②チーム  

メンバーそれぞれが「海外」に対する原体験をもっている。そんなチームだからこそ、日本のイン

バウンド市場のイノベーションに挑める。 

○ チームメンバー 

■ Hiroaki Funakoshi 

 南米に 9 年間住んでいたということもあり、帰国子女、英語ネイティブスピーカ

ー。 

■ Kimitaka Tanabe 

 留学生と学生団体を立ち上げた経験あり。 

■ Kotaro Hattori 

 国際色豊かな高校出身で、帰国生への強いコネクションをもつ。 

■ Ryoto Hotta 

オーストラリアへの交換留学経験あり。 

 

○ ビジョン・ミッション・バリュー 

 私たちには、実現したい世界がある。現状とその世界のギャップを少しでも近づけるた

めに、Palto を実現させたい。 

 

■ ビジョン：目指したい未来 

「国境を、好きに渡れる世界。」 

 

■ ミッション：社会的使命 

● 「観光客がもっと来てくれる日本に」 

 訪日外国人は増えているものの、観光客数の世界ランキングで日本は 27

位。まだまだ観光立国というには程遠い。 

● 英語を話したい人に、話せる環境を 

 日常英語を外国人と話せる機会はまだまだ少ない。 

● 好きな旅行を、好きなときに 

 旅行は自分でカスタマイズする時代。言語の壁を取り除けば、もっと自
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由に、もっと楽しく旅ができる。 

 

■ バリュー：共有する価値観 

● グローバル視点 

つねに、世界を意識すること。 

● ローカル視点 

つねに、日本の魅力を考えること。 

 

 

③ビジネスモデル 

○ プロダクト：ビジネスモデルがどのように機能するか 

■ Palto の概要 

 Palto は、「外国語を実践活用したい日本人と、日本で困っている外国人旅行客」

をマッチングするサービス。なお、ここから、通訳ができる日本人を「フェロー」、

訪日外国人観光客を「トラベラー」と呼ぶ。マッチングしたのち、「フェロー」は

「トラベラー」の 1 日通訳となり、一緒に観光をする。その際、「フェロー」は出

勤地や時間、報酬を自分で決めることができる。「トラベラー」はマッチング時に

Palto 上で料金を支払い、そのマージンをいただくというモデル。 

        ビジネスモデル図 

 

■ サービスフロー 

1.「フェロー」希望者が Palto に無料会員登録する 

  その際に、TOEIC や TOEFL といったテストの結果を提出する。 

2. Palto が「フェロー」希望者の言語能力を審査する 

  テストの結果から、一定以上の方を「フェロー」として認定。 

  例：TOEIC なら約 800 点で日常会話はできる判定。 
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3. 「フェロー」が自分の出勤可能日時と場所、希望報酬を登録 

  自分の居住地域周辺で「トラベラー」の対応ができるようになる。 

4. 「トラベラー」が希望日に「フェロー」を指名 

  行きたい旅行先、日時、使用言語にマッチする人を選択できる。 

5. 契約成立、支払い 

 「トラベラー」はこの時点で料金を支払う。 

   待ち合わせの時間や場所を Palto 上で連絡する。 

6. 旅行当日 

   「フェロー」は「トラベラー」と会い、契約した時間に応じて、 

     通訳をしながら観光する。 

7. Palto が「フェロー」に入金 

 「トラベラー」からの報酬のうち、20%をサービス使用料として 

     Palto がいただき、残りの 80%を「フェロー」に報酬分としてバック 

    するかたち。 

  当日勤務完了時刻に、Palto から「フェロー」に報酬分を支払う。 

8. 「トラベラー」が「フェロー」にレビュー 

 「フェロー」の契約不履行を防ぎ、サービスの質を高めるために、「トラベラー」

に「フェロー」のレビューをしてもらう。「フェロー」にはレーティングがつき、

「トラベラー」が比較する際の基準になる。 

 

■ Palto の価値提案 

  訪日外国人への「日本で最も困ったことは何か」という調査に対して、51%が「英語が

通じない」という点を挙げている。他の様々な調査においても、交通機関での移動、パン

フレットやメニュー閲覧、買い物等のコミュニケーションやウェブ検索などあらゆるシー

ンで言葉がわからず、日本旅行の最中に不満を持つ訪日外国人が多いことが分かる。 

  さらに、都内の多くの大学には、定期的に訪日観光客の案内体験に取り組む大学生のサ

ークルがある。英語の必要性の高まりなどもあり、こうした体験を望む声は大きいと見込

まれる。 

        Palto が提供する価値をステイクホルダーごとに説明する。 

● 「トラベラー」：訪日外国人観光客 

○ 言語の壁が取り払われ、自分の思い思いの旅を楽しめる。 

○ 「フェロー」と知り合いになることで、会話を楽しみながらリア

ルな日本体験ができる。 
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● 「フェロー」：英語を話したい日本人 

○ 独学では得られない、実践的な日常英会話の経験。 

○ 外国人との交流をもつきっかけに。 

 

● 国内の種々の(文化)体験を提供する事業者 

○ 言語の壁がとりはらわれ、新規顧客として外国人を集客できるよ

うになる。 

○ 文化や体験の魅力を正しく伝えることができる。 

 

○ ターゲット市場 

 大きく分けて、日本のインバウンド市場と英会話市場のふたつに参入する。ただし、メ

インの価値提供はあくまでも「トラベラー」の言語の壁をなくすということである。 

 

■ 日本のインバウンド市場 

 2014 年コアターゲットは、訪日外国人旅行客でも特に、個人旅行客とする。ツ

アーや団体旅行はスコープから外し、今後増えていくだろう個人旅行客にフォーカ

スする戦略をとる。 

● 旅行の手配方法では「個人手配」が全

体の 50%を占める 

 特に、欧米諸国では個人手配の割合

が 9 割を超える国も多い。 

（観光庁観光客消費動向調査より） 

 

■ 英会話市場 

 日本ではネイティブスピーカーと話す機会

が限られている。コアターゲットは、留学後の

学生とし、サブターゲットは、TOEIC の高得点

取得者とする。「通訳案内士」などの国家資格

を持っていなくても、日常会話程度の英語は話

せる。「英語は使いたいけど、話す実践的練習

の場がない」という層でも、観光客の役にたち

つつ、お小遣い稼ぎができるモデルで、ロックインを狙う。 

● TOIEC800 点以上所持者 195 万人を最大獲得人数とする。（TOEIC 

Data&Analysis より算出） 
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 800 点以上は「ビジネス書類が読める。周囲の会話が理解できる。」と

されており、観光客の通訳には十分だと判断。 

 

○ マーケティング計画 

■ Step1. 検証実験 

 最初は、知りあいづてやクチコミで留学後の大学生にコンタクトをとり、「フェ

ロー」を集める。一定人数集まった時点で、東京都内で小規模な検証実験を始める。 

 

■ Step2. 正式ローンチ、SNS などのオンライン広告でリーチ 

 検証が完了した時点で、すでに囲い込んだ「フェロー」をコアにして正式に Palto

を訪日旅行者向けにローンチする。Facebook や Twitter で細かくターゲティング

しつつ、低予算でリーチを拡大する。 

 

■ Step3. 多国語へサービス拡大、グローバル展開 

 国内の英語通訳・ガイド市場をとったあとは、中国語や韓国語などの他の言語に

も対応する。さらに、日本だけでなく、中国や韓国などのアジア地域にも同じモデ

ルで進出し、海外のインバウンド市場も取りに行く。 

 

  

④財務分析 

○ Palto の収益モデルの妥当性 

 Palto のキャッシュポイントは、「フェロー」が自己申告した金額を「トラベラー」が払

い、そのマージン 20%をもらうものである。ここでの肝は、「フェロー」が自分のレーテ

ィングや労働時間などを考慮して自分の報酬を自分で決めるということ。「トラベラー」

は「フェロー」の提示した条件を比較して自分んにマッチした人を探すことができる。こ

れにより、「フェロー」にも「トラベラー」にも、win-win なモデルが実現できる。 

 

○ 販売シナリオと予測 

 海外の旅行体験提供業者や、Airbnb などのシェアリングサービスの成長推移を参考に、

Palto の成長戦略を策定した。シードステージで資金調達をしたのち、1 年目で β版の検証

完了、2 年目でサービス拡大したのち、アーリーステージで 2 度目の資金調達を行い、3

年目で完全黒字化するという計画である。 

■ 1 年目：β版の検証 

 従業員は最大６人。広告費は最小限に抑え、資金は通訳となる「フェロー」集め
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を中心に活用する。年間 5000 件契約を目指す。 

 

■ 2 年目：サービス拡大 

 β 版の検証が完了したら、従業員を最大 10 人まで増やして、開発を高速化させ

る。具体的には、英語だけでなく他の外国語への対応を進める。年間 2 万件契約を

目指す。 

 

■ 3 年目：完全黒字化 

 国内での通訳マッチングサービスが安定して基盤が整ったら、最後の資金調達を

行い、グローバルに展開する。同じモデルで横展開できるので、開発コストがかか

らず、スピード感をもって拡大できる。年間 6 万件契約で完全黒字化を目指す。 

 

○ 売上・利益計画 

 上記の販売シナリオに沿って、以下のような 3 ヶ年の売上・利益計画を立てる。 

資金調達後、J カーブを描いて３年目で完全黒字化することを目指す。まず、1 年目は検証

のために小規模で PDCA を回すため、サービス開発費に多く予算を取る。2 年目はサービ

スを軌道にのせるため、ユーザー数を確保する。そのために、マーケティング予算を 1 年

目よりも多くとる。そして 3 年目は、一気にユーザー数を拡大させて、収益率をあげて完

全黒字化を目指す。3 年間の具体的なオペレーションに関しては、「ロードマップ」で後

述する。 
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○ 利益計画と損益分岐点 

 3 年間の利益計画は以下のように推定した。ユーザーひとり当たりの利益率は 20%と一

定だが、ユーザーが増えれば増えるほどプラットフォームとしての価値が高まり、全体と

して利益率が上がる。たとえば、マッチングの成約データから、「フェロー」と「トラベ

ラー」の属性に基づくレコメンドができるようになり、人海戦術で調整しなければならな

い工数を削減できる。 

  

年次利益計画    単位：円 

  1 年目 2 年目 3 年目 

売上高  15,120,000 60,480,000 302,400,000 

売上原価  12,096,000 48,384,000 241,920,000 

売上総利益  3,024,000 12,096,000 60,480,000 

 売上総利益率 20.00% 20.00% 20.00% 

販売費および一般管

理費 
 6,320,000 18,780,000 39,960,000 

 人件費 6,200,000 16,500,000 32,400,000 

 広告費 120,000 1,200,000 6,000,000 

 その他経費 0 1,080,000 1,560,000 

営業利益  -3,296,000 -6,684,000 20,520,000 

 営業利益率 -21.80% -11.05% 6.79% 

 

⑤外部環境 

 Palto を取り巻く外部環境について、市場のトレンドと競合の観点から分析する。 

○ 市場分析と主要トレンド 

 Palto が狙う観光市場、とくにインバウンド市場のトレンドについて以下の２点から考え

る。 
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■ インバウンド市場の伸び 

  

 訪日外国人数は着実に伸びており、政府は東京オリンピックのある 2020 年まで

には、2000 万人を目指すと発表している。観光客は急増している一方で、旅行ガ

イドや通訳の人数はそこまで増えていない。ここ

のギャップにチャンスがあるといえるだろう。 

 

■ 個人旅行の増加 

 近年の旅行業界の大きな変化として、「個人手

配」で旅行する人が増加しているということがあ

る。主に、以下の二つの理由が考えられる。 

● ネットで旅行予約が簡単に 

 インターネットで航空機や宿泊の予約

を完結できるようになったこともあり、

海外旅行を自分で予約するハードルが格

段に下がったため、個人手配をする人が

増えた。 

（観光庁観光客消費動向調査より） 

 

● 旅費や宿泊費を安価に抑えられる 

 航空機業界では LCC、宿泊業界では Airbnb などのシェアリングサービ

スが登場したことにより、旅費や宿泊費を従来よりも安く抑えられるよう

になった。そのため、海外旅行に行きやすくなった上に、食事や 
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○ 市場規模 

 旅行全体の消費額は年間 7066 億円。「個人手配」の消費額はその約 50 で 3500 億円。

そのうち、Palto の「財布」は「娯楽・サービス」カテゴリーに含まれ、全体の 3%を占め

る。さらに、この「娯楽・サービス」カテゴリーの消費は、2014 年度で前年度比 60%以上

伸びており、今後さらに拡大していくジャンルだと考えられる。以上より、Palto が狙う個

人旅行のサービス市場全体の規模は、日本国内だけでも 105 億円と推定できる。 

 

○ 競合分析 

 旅行、宿泊業界には、すでに以下のようなプレイヤーが存在する。 

■ 従来の通訳事業者 

■ 旅行代理店 

■ 旅行予約サービス 

■ 自治体運営の観光案内所 

 

○ ビジネスモデルの競争優位性 

 上の競合を、「個人旅行か団体旅行か」と「通訳・ガイド付きか宿泊のみか」という軸

で切って４象限にわけてマッピングすると、以下のように整理できる。個人旅行の通訳サ

ービスというニッチなカテゴリーには大手旅行代理店や大手宿泊予約サービスは入ってき

ていないことがわかる。これは、大手企業は自前でベテラン通訳やツアーコンダクターを

抱えており、Palto のような一般人の通訳を抱えるモデルはカニバリズムになってしまうた

めである。だからこそ、「個人旅行向け通訳サービス」がイノベーションなのであり、価

値を創造できるチャンスなのである。 
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⑥実行のロードマップ 

○ プロジェクト 

 リーンスタートアップの考え方を採用し、無駄のない成長戦略をとる。 

■ Step1 仮説の検証 

 Palto では、リーンスタートアップの手法にのっとり、仮説の構築、検証、計測、

学習のプロセスを繰り返すことで、よりサービスの精度を高め、資金調達後に一気

にスケールするモデルを計画している。そのため、サービス開発では回転数を上げ

るためにアジャイル開発を採択する。また、検証中はマーケティング活動を極力抑

え、サービス開発に注力する。 

とくに、顧客のニーズの確認に注力する。 

■ Step2. サービス拡大 

 仮説の検証が完了した段階で、マーケティングに力を入れ始める。開発では、サ

ービスの質をたかめるために PDCA をどんどん回していく。 

■ Step3. デファクトスタンダード獲得 

 アーリーでの資金調達後は、グローバルでのデファクトを狙って一気に拡大する

ため、マーケティングと販売に注力する。サービス開発については、Step2 までで

ある程度の雛形ができているので、アウトソースするなど、コストを削減しにいっ
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てもよい。 

  

○ マイルストーン 

 年次ごとに以下のようなマイルストーンをおく。 

■ 1 年目：Step1 完了 

■ 2 年目：Step2 完了 

■ 3 年目：Step3 完了 

  

 

⑦リスク分析 

○ 外国人のニーズに関するリスク 

 回避しなければならない大きなリスクとして、外国人旅行者（トラベラー）の「言語の

壁をなくしたい」というニーズが、お金を払って Palto を利用するほど強くはなかった、

ということがある。現状ではキャッシュポイントが「トラベラー」からの課金１点なので、

そのニーズが検証できなければ、ビジネスモデル自体が破綻してしまうのではないか？ 

 

■ 解決策 

 まず、ニーズの定性的検証は実際に行っていて、言語の壁について悩んでいる外

国人旅行客は多くいた。たとえば、ラーメン屋さんでメニューが日本語版しかなく、

お店の人も全く英語を話せない、といったケースだ。ただし、現時点での Palto の

マネタイズは「トラベラー」への課金一点しかないのは事実。プラン B として、「ト

ラベラー」を日本の伝統的な観光事業主（居酒屋、伝統工芸士、文化体験業者など）

に送客することで、事業主側から仲介料を得る、というモデルも考えている。 

 

○ 収益率が低いことに関するリスク 

 現状では、マージン 20％が収益の唯一の源泉だが、利益率が高いとは言えない。もし競

合他社が全く同じモデルを安く提供したら勝てないのでは？ 

 

■ 解決策 

 今のところの収支予測では３年目で十分完全黒字化を実現できるモデルだが、唯

一のキャッシュポイントの利益率が低いことは確かにリスクである。その解決策と

して、事業ポートフォリオの中で、高収益を実現できる事業をもつことも考えてい

る。具体的には、Palto 上で特に活躍する「フェロー」に高価格帯、高付加価値の

通訳案件を提供するというものである。「フェロー」は「トラベラー」からのレビ



第 6回一橋大学学生ビジネスプランコンテスト                 

応募申請書 

13 

ューによって、レイティングがつけられていく。そのなかの上位メンバーを「プレ

ミアフェロー」として、有名外国人の通訳などの、高価格帯(一件 10 万など)の案件

をクローズドで提案する。これにより、より高い利益率を実現させることができ、

元のモデルと組み合わせることで、安定的な事業ポートフォリオを組むことができ

る。 

  

  

 

 

 

以上。 

 

 


