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BeNative™

Real English. Real Business.

株式会社SMATOOS
 Co-CEO ⽮野 恵介

BeNativeサービスご紹介＋競合⽐較表
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BeNative運営会社紹介
BeNativeを運営するのは韓国発の語学教育系スタートアップ企業、株式会社SMATOOSです。

CEO/Founder: Alan Moonsoo Kim
・EdTech業界のシリアルアントレプレナー
・ETOOS*を創業し、2006年に韓国No.1携帯
キャリアのSK Communicationsに$30Mで売却
(*ETOOS: 韓国の⾼校⽣向けの国内最⼤のeラー
ニングプラットフォーム)

 

項⽬ 内容

会社名 株式会社SMATOOS 
（英語表記：SMATOOS Co., Ltd.）

設⽴ 2011年3⽉31⽇（韓国本社） 
2014年1⽉14⽇（⽇本⽀社）

⽇本⽀社 
所在地

〒106-0046 
東京都港区元⿇布3-1-35 
c-MA3ビル A棟 B2F

スタッフ 35名（インターン含む）

対象顧客 (B2B)企業・大学 
(B2C)社会人・学生 

主要顧客 Samsungグループ、NEXONグループ、 
LGグループ、StudyBank、桐原書店など 

オフィス ソウル、東京、⾹港、北京、シリコンバレー

受賞歴 

- 2014年: Red Herring社主催 
               TOP 100 Global Winner 選出 
- 2015年: エジソン・アワード ノミネート 
- 2015年: Stratus Awards PaaS部⾨賞 受賞 
- 2016年: Pioneers Asia 250 ノミネート 

Co-CEO: ⽮野 恵介
・九州⼤学⼯学部機械航空⼯学科卒業
・ミシュランにて研究者として3年半キャリア
を積んだ後、2013年10⽉にSMATOOS⽇本法
⼈の共同設⽴者として参画

Vice President, CCO: Jonathan Moore
・テキサス⼯科⼤学スペイン語学科卒業
・韓国本社にて学習コンテンツ周りの統括と総合
責任者を担う

＜経営体制＞

CEO of SMATOOS CHINA: Han Jun
・ソウル国際⼤学ビジネススクールMBA取得
・韓国と中国のスタートアップ企業を専⾨と
するアクセラレーター泛拓嘉盛投資有限会社
のCEOも歴任している。
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BeNative
サービスのご紹介
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BeNative（BN）のサービスとは？
ビジネス英語に特化した

動画のビッグデータ
BN独⾃の

データマイニング
ビジネスの実践の場で「使われて
いる」英語のみを効率よく抽出

⽶⼤⼿企業で活躍する経営陣からのインタビュー 頻出熟語・フレーズやパターン解析
BeNativeは、ハーバードビジネススクール、IBM、ペイパ
ル、その他シリコンバレーのITベンチャーなど様々な⽶企
業の約300名以上の経営陣のビジネスインタビューや会議
⾵景などの映像を膨⼤に撮り溜めた動画のビッグデータを
基に作成された、ビジネス専⾨の英語学習サービスです。 

BeNativeでは、実際のビジネスの現場で「使われている」英
語のみを抽出して学習コンテンツを作成しています。これに
より、最もリアルで実践的なビジネス英語を、最新のビジネ
ストピックに基づき、且つその業界の第⼀線で活躍するビジ
ネスパーソンたちの⾔い回しから直接学習できます。
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BeNativeの特徴

v  300以上の海外現地企業の経営陣が出演

アメリカをはじめとするその他海外の現地企業の
CEOや経営陣が、リアルなビジネスの状況を語り、
その膨⼤な量のインタビュー動画を基に、最も実
践的な講義を提供しています。

v  オフィス、ホテル、レストランなどの
シチュエーション別学習コンテンツ

オフィス内での業務、ホテルでの受付、同僚との⾷事
やお酒の席など、海外の⼈と仕事をしたり出張に⾏っ
たりする際に遭遇する様々な状況別のコンテンツを⽤
意しました。仮に学習者がそういった状況に急に置か
れたとしても、上⼿く対応できるようになるための学
習コンテンツを揃えています。
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BeNativeの特徴

v  ネイティブ講師による詳細な解説

各講義（経営者インタビューや会議⾵景など）には全
て、ネイティブ講師の詳細な解説が無料で提供されて
います。これによって、そのビジネスシーンにおいて
の重要なポイントが何なのかということを、効率よく
学習することができます。
重要フレーズ、⽂法、類似表現や⽂化的な側⾯などを、
丁寧に解説しています。

v  モバイルにも最適化された学習画⾯
さらに、学習者の進捗管理状況も⼀元管理

すべての学習コンテンツはPCだけでなく、スマホやタ
ブレット上でも利⽤できるので、時間や場所を選ばず
いつでも学習することが可能です。
また、⼈事のご担当者向けには、受講者の学習進捗状
況がシンプルに⼀元管理できる学習管理システムも提
供しています。このため学習者が⼤⼈数になっても、
容易に進捗状況をトレースすることが可能です。
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BeNativeのレッスン構成（例：プレゼンテーション）

各レッスンはそれぞれ、

・「動画レッスン」
  - 「REAL動画」
  - 「レクチャー動画」

・「エクササイズ」

・「ボキャブラリー」

・「クイズ」

で構成されています。

※サンプルレッスンはこちら
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コース紹介

・約200の頻出フレーズやQ&AをまとめたBiz Pro English
・約150のビジネスで頻出の状況をまとめたBiz Situation English

サンプルレッスンはこちら！

（2016年02⽉時点）
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学習管理機能（LMS: Learning Management System）

グループメンバー管理 グループメンバーの 
学習進捗率 

グループメンバーの 
学習完了目録 

グループメンバーの 
学習状況 

学習者の進捗状況や理解度テストの正答率などが、容易に⼀元管理できます。⽉間の学習状況の確認やレポー
ト作成、ログイン履歴のエクスポート、受講が遅れている学習者に対してのメッセージの送信などが可能です。

⼈事担当者様の管理画⾯

学習者⽤マイページ



©SMATOOS Page: 10

ご提供学習コース⼀覧
それぞれのコースでの学習だけでなく、使い放題プランもご⽤意しております。

各コース
⽉額価格

職業シリーズ
使い放題プラン

全コース
使い放題プラン

ビジネスに向けての第⼀歩：
頻出フレーズ・イディオム編 5,980円 -

9,800円

オフィス内ビジネス英語
＋

ビジネスで必須のQ&Aシリーズ
7,980円 -

海外の⼀流ビジネスパーソンに聞く
インタビュー集 5,980円 -

ホテル 2,480円

5,980円
レストラン・バー 2,980円

ショッピング 2,980円

タクシー 1,480円*1

職業別
シリーズ

※価格は全て⼀⼈あたりの⽉額で、消費税抜きの表⽰となっております。
※この価格の中に、⼈事ご担当者向けの学習者管理システム画⾯の利⽤料も含まれております。
*1) タクシー英語のコンテンツ量は2016年の始めには現在の倍近くになることから、それに伴ってこちらに表
⽰の価格も上がる可能性があります。
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インプット 
(BeNative)

REAL動画

レクチャー動画

お使いのPC、モバイルなどの端末で
スキマ時間にいつでも予習・復習

①BeNativeが提携するパートナー企業とのコラボプラン

良質な「インプット×アウトプット」の組み合わせで、学習効果の⾼いユーザー体験を実現

アウトプット 
(パートナー企業)

？？

その他ご提供カリキュラム

講師派遣やSkype(テレビ電話)を利⽤
して、実際に「話す」場をご提供

②「英語を英語のまま習得する」ことをコンセプトにした、解説⽂やクイズも全て英語で表記されたままの
BeNative “English-To-English”バージョン（英英辞典で学習するイメージ）

※詳細はお問い合わせ下さい
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競合他社様との⽐較

対象企業
-  E社
-  S社
-  G社
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特徴⽐較表
動画素材を使った独習⽤オンライン学習サービスを３つ⽐較対象として挙げさせて頂きました。

E社 S社 G社 BeNative

①ビジネスパーソン
特化型 △ △ ◯ ◎

②教材としての
信ぴょう性 △ ◯ ◯ ◎

③詳細な解説動画 × × × ◎
動画素材 YouTube オリジナル ニュース オリジナル

その他

- YouTubeの動画を
使って楽しく学ぶコ
ンセプト
- BtoC市場において
⼈気の可能性

- アメリカなどで撮
影した街頭インタ
ビューを基にした学
習教材
- ⽇本語対応なし

- CNNなどのニュー
ス動画を使って内容
理解などを問う形式
（時事・ビジネス関
連の英語を学習可）
- Web/アプリの操
作性に改善の余地

- 常に最新の動画素
材が溜まってくる仕
組みを構築
- 業界別カリキュラ
ムなど現在開発中



©SMATOOS Page: 14

①ビジネスパーソン特化型

BeNativeの教材は、海外で実際に活躍する⼀流ビジネスパーソンのみから集めたAuthenticなビ
ジネス英語の動画素材のみで構成されています。これによって学習者は、⽇々の業務に関連の強い

内容の英語に加えて、彼らのビジネスにおけるアイディアや、会話の論理構成なども学べます。
＜他社サービス＞ ＜BeNativeサービス＞

街頭の⼀般の⽅を対象にしたインタビュー素材を使⽤
しているためにビジネスと関連性がない内容を学習し
てしまったり、YouTubeやニュースの動画をそのまま
使⽤しているために、動画の編集権を保有することが
できず、教育向けのコンテンツとして最適に編集でき

なかったりします。

完全にビジネスに特化した内容の英語教材なので、ビ
ジネスでの実践的な英会話⼒を⾝につけたいという主
にBtoB向けのニーズに対して、より親和性の⾼い学習

コンテンツを⾃由に⽣成して、提供しています。
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②学習教材としての信ぴょう性
BeNativeの教材の中で抽出している重要語彙やフレーズは、独⾃の帰納的な解析⼿法で抽出さ

れているため、学習する必要性が⾼く、教材としての信ぴょう性も担保されています。
＜他社サービス＞

ある１つのビデオの中に出てきた語句を切り出して、
「前から⼤事だと思っていた」→「やはり動画にも出
てきている」→「だから頻出語句だ」というある種、

演繹的な⼿法で学習教材を作成しており、教材製作者
の思い込みを反映してしまうリスクを孕んでいます。

＜BeNativeサービス＞

事前に台本も準備していないにも関わらず多くのビジ
ネスパーソンが実際にこのフレーズを使っていること
から、このフレーズを学習しなければならないという

説得性が増します。

“get into”
“hang out”
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③詳細な解説動画
各講義に準備してあるレクチャー動画によって、REAL動画に出てきたシーンにおける重要な点

や、⼀回動画を⾒ただけでは理解しにくい部分などを丁寧に学習できます。
＜他社サービス＞

動画中の語彙やフレーズ、内容理解を問う質問は準備
されていますが、その動画中の重要点について、なぜ
それが重要なのか、⽂法的に何を気をつけるべきか、

その他類似表現や気をつける点はないのか、などの情
報は得られません。

＜BeNativeサービス＞

⽂法や語彙の説明だけではなく、海外でのビジネスに
おける注意点なども学習できます。内容理解などのク
イズについても、動画とはまた別途準備されているた

め、こちらで理解度は測れるようになっています。
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価格⽐較表

法⼈向け価格を公表していなかったり、ひと⽉ごとの販売を⾏っていなかったり、eラーニング
単体でのサービス料⾦を提⽰していなかったりするので、単純な⽐較は⾮常に難しいのですが、

あくまでも参考までに価格を以下のように並べさせて頂きました。

E社 S社 G社 BeNative

⽉額換算料⾦
（参考値）

2,980円〜
12,800円 約4,000円〜 約40,000円 約3,000円〜

約10,000円

上記価格 個⼈向け 個⼈向け 法⼈向け 法⼈向け

補⾜
動画の講義を視聴
した回数に応じて、
通話レッスンの特

典付き。

オンラインのレッ
スンを基にした、

本としての教材な
どとのセット販売。

⽉々5時間の通話
レッスンや

writing/reading
系の学習コンテン
ツも⽤意。価格も
それによって変化。

企業の⼈事担当者
や、学習者の上司
向けの学習管理

ツールも同時提供。
団体割引も⽤意。

*閲覧のためには、無料会員
登録必須

*お問い合わせしない限りは、
価格の情報は不明

*使い放題プランや、タク
シー・ホテルでのシチュ
エーション集のみのプラン
など、プランによって価格
は様々
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⽇本版ウェブサイトはこちら
à www.benative.jp

Thank you!!

BeNative™

Real English. Real Business.

株式会社SMATOOS
 Co-CEO ⽮野 恵介

E-mail: keisuke.yano@smatoos.com
Tel: 090-2392-6165



©SMATOOS Page: 19

BeNativeのポジショニングと事業展開

書籍・出版

オフライン オンライン

アウトプット

インプット

英会話教室
企業研修会社
講師派遣業

オンライン
英会話

事業シナジーが⼤きく⾒込まれる、別象限の企業とのコラボレーションについては、
積極的に⾏いながら事業の拡⼤を狙っていく⽅針です。
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その他
BeNativeの教材への出演企業様にも、動画中にロゴを⼊れたり、BeNativeのウェブサイト上で
紹介したりすることで、無料広告としてのメリットを提供し、Win-Winの関係を築いています。

この動画を使って勉強する⽇韓中などのビジネスパーソンに⾃社の宣伝をしたいと思っている海外
企業やビジネスカンファレンス等は数多く存在していますので、今後ますます弊社独⾃のビジネス

英語に特化した⾔語データベースは充実していき、コンテンツの幅を拡充していきます。

無料広告


