
特典１

単語 意味 単語 意味

0001 the 〔定冠詞〕 0032 if もし

0002 be 〔be動詞〕 0033 like のような

0003 of の 0034 at に

0004 to に 0035 can できる

0005 and そして 0036 number 数

0006 a 〔不定冠詞〕 0037 because なぜなら

0007 I 私 0038 my 私の

0008 in の中に 0039 one の上に

0009 we 我々 0040 or または

0010 that あの 0041 okay はい

0011 so そう 0042 Internet インターネット

0012 have 持っている 0043 get 手に入れる

0013 you 君 0044 more もっと

0014 it それ 0045 look 見る

0015 not ではありません 0046 billion 10億（米国）

0016 for ために 0047 broadband ブロードバンド

0017 would でしょう 0048 let させる

0018 this この 0049 mobile モバイル

0019 with とともに 0050 network ネットワーク

0020 but しかし 0051 new 新しい

0021 say 言う 0052 only のみ

0022 year 年 0053 now 今

0023 do 行う 0054 their 彼らの

0024 as として 0055 good よい

0025 company 会社 0056 about 大体・について

0026 our 私たちの 0057 big 大きい

0027 one 1 0058 make 作る

0028 government 行く 0059 speed 速度

0029 they 彼ら 0060 cost コスト

0030 Japan 日本 0061 there そこに

0031 all すべて 0062 time 時間

成功した経営者も英語プレゼンに使っているビジネス英単語（中学英語レベル）全1480語　（頻度

順）　これだけ覚えておけばほぼ大丈夫！また覚えてない単語はここで復習して覚えていきましょ

う！！
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単語 意味 単語 意味

0063 very とても 0098 those それらの

0064 price 価格 0099 already 既に

0065 two 2 0100 your あなたの

0066 us 我々に 0101 also また

0067 what 何 0102 even ですら･(比較をより一層強めて)

0068 just ちょうど 0103 Japanese 日本人・日本語

0069 offer 提供する 0104 LTE LTE

0070 today 今日 0105 no いいえ

0071 by によって 0106 technology 技術

0072 from から 0107 want 欲しい

0073 service サービス 0108 which どの･(関係代名詞)するところの

0074 an 〔不定冠詞〕 0109 government 政府

0075 share 分ける 0110 me 私に

0076 many たくさんの 0111 out の外に

0077 much 大量の 0112 need 必要とする

0078 people 人 0113 then その後

0079 States 米国 0114 any どんな～でも

0080 giber 光ファイバー 0115 per あたり

0081 five 5 0116 give 与える

0082 NTT NTT 0117 synergy 相乗効果

0083 over を超える 0118 U.S. 米国

0084 situation 状況 0119 who 誰

0085 than より 0120 area エリア

0086 country 国 0121 cash 現金

0087 increase 増加する 0122 every すべての

0088 take 撮る 0123 know 知っている

0089 high 高い 0124 line 線

0090 will しようと思う 0125 money お金

0091 industry 業界 0126 wireless 無線

0092 into に 0127 infrastructure インフラストラクチャー

0093 other その他の 0128 see 見る

0094 should すべき 0129 united 連合した

0095 world 世界 0130 become なる

0096 bring もたらす 0131 next 次の

0097 provide 提供する 0132 own 所有する
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0133 handset 端末 0168 well よく

0134 last 最終 0169 ARPU 顧客一人当たり単価

0135 shareholder 株主 0170 CapEx 資本的支出

0136 spectrum 電波帯域 0171 citizen 市民

0137 use 使う 0172 competition 共創

0138 back 後に 0173 data データ

0139 device 端末 0174 how どうやって

0140 market 市場 0175 opportunity 機会

0141 most 最も 0176 same 同じ

0142 when いつ 0177 support 援助する

0143 growth 成長 0178 connectivity 接続性

0144 here ここに 0179 experience 経験

0145 these これら 0180 fight 戦い

0146 value 値 0181 phone 電話

0147 ask 頼む 0182 America アメリカ

0148 debt 債務 0183 divide 分割する

0149 different 異なる 0184 fact 事実

0150 first 最初の 0185 fix 修正する・固定する

0151 future 未来 0186 happen 起こる

0152 month 月 0187 he 彼

0153 right 右 0188 kind 種類

0154 think 考える 0189 live ライブ

0155 up 上に 0190 low 低い

0156 access 接続 0191 solution 解決策

0157 almost ほとんど 0192 strong 強い

0158 American アメリカの 0193 together 一緒に

0159 change 変化する 0194 totally 全体的に

0160 grow 成長する 0195 acquire 取得する

0161 metal 勤続 0196 after 後に

0162 scale 規模 0197 another 別の

0163 start 開始する 0198 compare 比較する

0164 thing 事 0199 could 可能性

0165 family 家族 0200 free 無料で

0166 lot たくさん 0201 however しかし

0167 second 二番 0202 profit 利益
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0203 record 記録 0238 something 何か

0204 rich 裕福な 0239 ADSL ADSL

0205 user 利用者 0240 bet 賭け

0206 bear 生む 0241 China 中国

0207 everybody 皆 0242 commitment コミットメント

0208 invest 投資する 0243 down 下に

0209 member メンバー 0244 expertise 専門知識

0210 reality 現実 0245 history 歴史

0211 require 必要とする 0246 home 我が家

0212 rural 地方の 0247 investment 投資

0213 subscriber 加入者 0248 lose 失う

0214 thank 感謝 0249 megabit メガビット

0215 day 日 0250 myself 私自身

0216 digital デジタルの 0251 power パワー

0217 everything すべてのもの 0252 profitable 有益な

0218 expensive 高価な 0253 small 小さい

0219 important 重要な 0254 structure 構造

0220 information 情報 0255 tax 税金

0221 issue 問題 0256 them 彼らを

0222 pay 支払う 0257 total 合計

0223 pre-synergy 相乗効果前の 0258 work 仕事・作業

0224 result 結果 0259 average 平均

0225 way 方法 0260 before 前

0226 why どうして 0261 case 場合

0227 without なしで 0262 city 都市

0228 ago 前に 0263 come 来る

0229 century 世紀 0264 detail 詳細

0230 crazy 狂っている 0265 dream 夢

0231 customer 顧客 0266 equal 等しい

0232 EBITAD EBITDA 0267 feel 感じる

0233 million 100万 0268 few 少数

0234 Minister 大臣 0269 partner パートナー

0235 school 学校 0270 PC パーソナルコンピューター

0236 smartphone スマートフォン 0271 point 点

0237 some いくらかの 0272 poor 貧しい
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0273 track 記録 0308 complementary 補完的な

0274 vision ビジョン 0309 each 各

0275 zero 0 0310 enough 十分な

0276 accept 受け入れる 0311 four 4

0277 actually 実際に 0312 frequency 周波数

0278 bit ビット(データ量の単位) 0313 happy 幸福な

0279 business ビジネス 0314 his 彼の

0280 challenge 挑戦する 0315 once 1回

0281 consumer 消費者 0316 passion 情熱

0282 contents コンテンツ 0317 proposal 提案

0283 equity 株式 0318 quick 素早く

0284 flow フロー 0319 rest 残り

0285 highway 高速道路 0320 system システム

0286 include 含めた 0321 tablet タブレット型端末

0287 instead 代わりに 0322 talk 話す

0288 job 仕事 0323 therefore ゆえに

0289 kid 子供 0324 voice 声

0290 large 大きい 0325 may かもしれない

0291 little 小さな 0326 against に対して

0292 medical 医療の 0327 alternative 代替え的な

0293 partnership パートナーシップ 0328 apple-to apple 同等同質な

0294 presentation プレゼンテーション 0329 cable ケーブル

0295 replace 交換する 0330 compete 競争する

0296 revive 復活させる 0331 competitor 競合他社

0297 still まだ 0332 complicate 複雑な

0298 student 学生 0333 depressing 憂鬱な

0299 taxpayer 納税者 0334 difference 差

0300 term 期間 0335 education 教育

0301 three 3 0336 fall 落ちる

0302 traffic トラフィック 0337 fast 速い

0303 transaction 取引 0338 finance 金融

0304 trend 傾向 0339 forget 忘れる

0305 acquisition 取得 0340 function 機能

0306 behind 後ろ 0341 GDP 国内総生産

0307 capital 資本 0342 great 偉大な
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0343 improve 改善する 0378 course コース

0344 income 所得 0379 criticize 批判する

0345 installation 導入･取り付け 0380 decide 決める

0346 leverage てこを効かせる 0381 equipment 装置

0347 life 生活･生命 0382 friend 友人

0348 machine 機械 0383 full 満杯の

0349 management 管理 0384 guy 男

0350 mean 意味する 0385 help 助ける

0351 must しなければならない 0386 household 家庭

0352 plus プラス 0387 idea アイデア

0353 reason 理由 0388 least 最低

0354 sake 目的 0389 loss もっと少なく

0355 show を示す 0390 local 地方の

0356 society 社会 0391 longer より長い

0357 structurally 構造的に 0392 monopoly 独占

0358 study 勉強する 0393 name 名

0359 tell 話す 0394 Oh あぁ

0360 through を通って 0395 open 開く･開いた

0361 top 頂上 0396 overlap 重複する

0362 TV テレビ 0397 part 部分

0363 urban 都市の 0398 physical 物理的な

0364 video ビデオ 0399 piece 一片

0365 voting 投票 0400 player プレーヤー

0366 true 真実 0401 portal ポータル

0367 again 再び 0402 premium プレミアム

0368 Americans アメリカ人 0403 prime 主要な

0369 announce アナウンスする 0404 quarter 四半期

0370 answer 回答 0405 side 側

0371 available 利用できる 0406 single 一つの

0372 away 離れて 0407 slow 遅い

0373 bad 悪い 0408 test テスト

0374 build 建設する 0409 third 3番目

0375 call 電話する 0410 trillion 1兆

0376 continue 持続する 0411 usage 使用法

0377 count 数える 0412 wire ワイヤー
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0413 wrong 誤った 0448 week 週

0414 additional 追加の 0449 where どこ

0415 both どちらも 0450 age 年齢

0416 carrier 通信キャリア 0451 agreement 合意

0417 Chinese 中国の 0452 always 常に

0418 combine 結びつける 0453 anymore もはや

0419 commit コミットする 0454 band 帯域

0420 create 作る 0455 base 基本

0421 criticism 批判 0456 believe 信じる

0422 effort 努力 0457 belong 属する

0423 employee 従業員 0458 between の間に

0424 forecast 予想 0459 chairman 会長

0425 global 世界的な 0460 competitiveness 競争力

0426 governance ガバナンス 0461 concentration 集中

0427 headache 頭痛 0462 conclusion 結論

0428 hour 時間 0463 connect 接続する

0429 invent 発明する 0464 deal 取引

0430 long 長い 0465 deficit 赤字

0431 maybe 多分 0466 definitive 決定的な

0432 meeting 会議 0467 deliver 届ける

0433 net ネット 0468 difficult 難しい

0434 never 決して 0469 easy 簡単な

0435 payment 支払い 0470 educational 教育の

0436 performance パフォーマンス 0471 electricity 電気

0437 person 人 0472 electronic 電気的な

0438 position 位置 0473 entire 全体

0439 profitability 換算性 0474 exactly 正確に

0440 propose 提案する 0475 example 例

0441 push 押す 0476 find 見つける

0442 real 現実的な 0477 flat 平らな

0443 really 本当に 0478 focus 焦点

0444 save 保存する 0479 graduate 卒後する

0445 simple 簡単な 0480 group グループ

0446 state 状態 0481 half 半分の

0447 volume 量 0482 hand 手

7 ページ



単語 意味 単語 意味

0483 hope 希望 0518 worth 価値

0484 hub (中心となる)ハブ 0519 yesterday 昨日

0485 huge 巨大な 0520 October 10月

0486 justice 正義 0521 add 加える

0487 lay 置く 0522 among 間で

0488 leader リーダー 0523 analyst アナリスト

0489 level レベル 0524 around 周りに

0490 maintenance メンテナンス 0525 automobile 自動車

0491 major 主要な 0526 beginning 始まり

0492 Mr. 氏 0527 Beijing 北京

0493 old 古い 0528 blue 青

0494 one-by-one ひとつづつ 0529 bottom 底

0495 online オンライン 0530 bubble 泡

0496 opinion 意見 0531 button ボタン

0497 optical 工学的な 0532 cap 蓋

0498 potion 選択 0533 cheap 安い

0499 order 秩序 0534 close 閉じる

0500 past 顔 0535 cloud 雲

0501 provider 供給者 0536 college 大学

0502 put 置く 0537 community コミュニティ

0503 quickly 直ぐに 0538 consider 考える

0504 quit 止める 0539 copy コピー

0505 sell 売る 0540 deduct 差し引く

0506 several 幾つかの 0541 deep 深い

0507 size サイズ 0542 discount ディスカウント

0508 sky 空 0543 downloading ダウンロード

0509 smartphone スマートフォン 0544 drop 落ちる･滴

0510 stay 滞在 0545 duopoly 複占

0511 stream 流れ 0546 during 間に

0512 succeed 成功する 0547 enterprise 企業

0513 themselves 彼ら自身で 0548 era 時代

0514 versus 対 0549 exist 存在する

0515 war 戦争 0550 feeling 感じ

0516 wish 希望 0551 financing 資金調達

0517 worldwide 世界的に 0552 high-tech ハイテク
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0553 him 彼に 0588 survive 生き残る

0554 himself 彼自身 0589 systematically 体形的に

0555 incumbent 現職 0590 table 表

0556 inject 注入する 0591 telecommunication テレコミュニケーション

0557 innovation 革新 0592 telephone 電話

0558 keep 保存する 0593 telephony 電話による通信

0559 key 鍵 0594 territory 地域

0560 knowhow ノウハウ 0595 textbook 教科書

0561 Korean 韓国の 0596 weapon 武器

0562 lead 導く 0597 whole 全体

0563 lender 貸手 0598 win 勝つ

0564 leveraged レバレッジされた 0599 wise 賢い

0565 medium 中くらいの 0600 yet まだ

0566 moment 瞬間 0601 September 9月

0567 move 移動する 0602 advantage 利点

0568 nothing 何も～ない 0603 aggressively 積極的に

0569 page ページ 0604 ahead 先に

0570 picture 画像 0605 air 空気

0571 plan 計画 0606 amount 量

0572 platform プラットフォーム 0607 anyhow とにかく

0573 positive 積極的な 0608 anything 何でも

0574 post-synergy 相乗効果後の 0609 anyway とにかく

0575 proud 誇りに思う 0610 application アプリケーション

0576 public 公的な 0611 balance バランス

0577 receive 受け取る 0612 bankrupt 破産

0578 regulation 規則 0613 basis 基礎

0579 remain 残る 0614 bright 明るい

0580 respect 尊重する 0615 British イギリス人

0581 separate 湧ける 0616 brother 兄弟

0582 sic 6 0617 bunch 房･束

0583 standard 標準 0618 center センター

0584 stock 株式 0619 chart 表

0585 success 成功 0620 check 確認する

0586 such そのような 0621 computer コンピューター

0587 superior すぐれた 0622 connection 接続
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0623 converge 収束する 0658 integration 統合

0624 coverage カバレッジ 0659 interest 関心

0625 culture 文化 0660 introduce 紹介する

0626 currency 通貨 0661 invite 招待

0627 current 現在の 0662 IPO 株式公開

0628 decrease 減少する 0663 island 島

0629 delay 遅れ･遅れる 0664 its それの

0630 demand 需要 0665 itself それ自体

0631 discuss 話し合う 0666 learn 学ぶ

0632 display 表示する 0667 light 光

0633 district 地区 0668 long-term 長期の

0634 doctor 医師 0669 love 愛

0635 download ダウンロード 0670 main 主要な

0636 easily 簡単に 0671 mankind 人類

0637 economy 経済 0672 merger 合併

0638 efficient 効率的な 0673 mislead 欺く

0639 else 他に 0674 morning 朝

0640 exercise 運動する 0675 mostly ほとんど

0641 eye 眼 0676 movie 映画

0642 Facebook フェイスブック 0677 mutual 相互

0643 father お父さん 0678 nationwide 全国の

0644 fee 料金 0679 natural 自然な

0645 financial 金融の 0680 news ニュース

0646 finish 終える 0681 nobody 誰も

0647 found 創設する 0682 offset 相殺する

0648 game ゲーム 0683 opposite 反対の

0649 generate 生成する 0684 ourselves 我々自身

0650 guess 推測する 0685 penalty ペナルティ

0651 hard ハードな 0686 penetration 浸透

0652 heck 一体 0687 personal 個人的な

0653 hide 隠す 0688 portion 部分

0654 hobby 趣味 0689 private 個人的な

0655 HSDPA HSDPA(通信方式の一種) 0690 question 質問

0656 incremental 増分の 0691 race 人種

0657 install インストールする 0692 ratio 比
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0693 realize 実現する 0728 wait 待つ

0694 retirement 退職 0729 weather 天気

0695 revenue 収入 0730 whatever なんでも

0696 road 道路 0731 whereas 一方

0697 sale 販売 0732 while の間

0698 sheet シート 0733 worry 心配する･心配させる

0699 shift シフト 0734 yes はい

0700 shipment 出荷 0735 July 7月

0701 short 短い 0736 able できる

0702 short-term 短期 0737 accommodate 適応する

0703 sign 符号 0738 account 会計･アカウント

0704 somehow 何とか 0739 adjust 調整する

0705 sometimes 時々 0740 aggressive 攻撃的な

0706 status 状態 0741 agree 同意する

0707 stick 棒 0742 alliance アライアンス

0708 strategy 戦略 0743 announcement 発表

0709 strongly 強く 0744 annual 毎年恒例の

0710 struggle 闘争する 0745 anybody 誰でも

0711 stupid 愚かな 0746 approve 承認する

0712 successful 成功した 0747 Asia アジア

0713 suddenly 突然 0748 assist 援助する

0714 suicide 自殺 0749 audience 聴衆

0715 tech 技術 0750 automatically 自動的に

0716 telecoms 電気通信 0751 bang 爆発

0717 ten 10 0752 bank 銀行

0718 though しかし 0753 basically 基本的に

0719 timing タイミング 0754 begin 始める

0720 traditional 伝統的な 0755 behave ふるまう

0721 tragedy 悲劇 0756 Berkeley バークレー

0722 try 試みる 0757 board 取締役会

0723 understand 理解する 0758 body 体

0724 understanding 理解 0759 break 壊す

0725 union 連合 0760 breakeven 収支とんとん

0726 upside 利点 0761 broadcast 放送

0727 utilize 活用する 0762 campaign キャンペーン
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0763 cell 細胞 0798 development 開発

0764 central 中央の 0799 diligence 勤勉

0765 centric 中心の 0800 dilution (株式の)希薄化

0766 CEO 最高経営責任者 0801 dominate 支配する

0767 certainly 確かに 0802 drive 牽引する

0768 challenger 挑戦者 0803 due 原因

0769 charge 課金する 0804 duopolist 複占するもの

0770 chat おしゃべり 0805 economic 経済の

0771 choice 選択 0806 effect 効果

0772 choose 選択する 0807 elder 年長の

0773 claim 請求する 0808 emotion 感情

0774 click クリック 0809 engine 猿人

0775 cloudy 曇る 0810 entrepreneur 企業か

0776 collaboration コラボレーション 0811 environment 環境

0777 combination 組み合わせ 0812 especially 特に

0778 commonly 一般的に 0813 Europe ヨーロッパ

0779 company's 会社の 0814 everywhere どこにでも

0780 comparison 比較 0815 excite 興奮させる

0781 confidence 信頼 0816 exclude 除外する

0782 confident 自信に満ちた 0817 excuse 言い訳

0783 consideration 考慮 0818 ex@ansion 拡張

0784 consolidated 連結された 0819 expense 費用

0785 continuous 連続的な 0820 expert 専門家

0786 controlling 制御的な 0821 explain 説明する

0787 convert 変換する 0822 explanation 説明

0788 crash 壊れる 0823 extremely 極めて

0789 days 時代 0824 fair 公平な

0790 decision 決定 0825 familiar おなじみの

0791 deeper もっと深く 0826 finally 最後に

0792 definition 定義 0827 financially 財政的に

0793 depend 依存する･拠る 0828 follower フォロワー

0794 deploy 展開する 0829 foot 足

0795 depress 押し下げる 0830 footing 足場

0796 deregulate 規則を撤廃する 0831 force 力

0797 desk 机 0832 formula 式
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0833 forth 以降 0868 layer 層

0834 four-fifths 5分の4 0869 leadership リーダーシップ

0835 fourth 第4 0870 lie うそ

0836 fresh 新鮮な 0871 lifestyle ライフスタイル

0837 gap ギャップ 0872 living リビング

0838 gigabit ギガビット 0873 logic 論理

0839 glory 栄光 0874 loss 損失

0840 God 紙 0875 male 男性

0841 grade 等級 0876 map 地図

0842 gross 全体の 0877 margin 利幅

0843 handle 処理する 0878 match 一致する

0844 hear 効く 0879 matter 問題

0845 heavy 重い 0880 meaningful 意味がある

0846 hey ちょっと 0881 meet 会う

0847 high-speed 高速 0882 merge 統合する

0848 holder 保有者 0883 meter メートル

0849 identical 同一の 0884 metropolitan 大都市の

0850 image 画像 0885 middle 中間

0851 imagine 想像する 0886 migrate 移動する

0852 immediately すぐに 0887 mind 精神

0853 immigrate 移住する 0888 minority 少数者

0854 incomplete 不完全な 0889 minute 分

0855 inefficient 非効率的な 0890 model モデル

0856 inertia 慣性 0891 monopolistic 独占的な

0857 injection 注入 0892 mountain 山

0858 inside 内部 0893 multilevel マルチレベル

0859 introduction 導入 0894 music 音楽

0860 inventor 発明者 0895 narrowband 狭帯域の

0861 investor 投資家 0896 nationality 国籍

0862 iPhone iPhone 0897 next-century 次の世紀

0863 keyboard キーボード 0898 official 公式･公的な

0864 language 言語 0899 oligopolistic 寡占の

0865 laptop ノートパソコン 0900 on-demand オンデマンド

0866 late 遅い 0901 one-third 3分の1

0867 later 後で 0902 one-year 1年
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0903 operation 操作 0938 request 要求する

0904 original 元の 0939 responsibility 責任

0905 outside 外部 0940 restructuring 事業再構築

0906 owner 所有者 0941 return リターン

0907 ownership 所有権 0942 risky 危険な

0908 party 党 0943 role 役割

0909 percent パーセント 0944 round 円形

0910 percentage パーセンテージ 0945 run 走る

0911 phase 段階 0946 rust さび

0912 Philippine フィリピン 0947 saving 節約

0913 pioneer 先駆者 0948 scenario シナリオ

0914 policy 政策 0949 science 科学

0915 polluted 汚染された 0950 search 研究

0916 postpaid 前払いの 0951 sector 領域

0917 powerful 力強い 0952 segment セグメント

0918 prepare 準備する 0953 serve 使える

0919 present 現在 0954 servicing 給仕するための

0920 presence 存在 0955 ship 船

0921 probably 多分 0956 shot ショット

0922 procure 調達する 0957 sick 病気

0923 procurement 調達 0958 sigma シグマ

0924 program プログラム 0959 signal 信号

0925 prove 証明する 0960 silo サイロ

0926 proven 実績がある 0961 since 以来

0927 pseudo 偽の 0962 someday いつか

0928 purely 純粋に 0963 soon すぐに

0929 quicker より早く 0964 speaker 話者

0930 quite かなり 0965 spend 過ごす

0931 react 反応する 0966 spirit 精神

0932 ready 準備できている 0967 sport スポーツ

0933 reduce 減らす 0968 squeeze 圧迫する

0934 regain 取り戻す 0969 state-of-the-art 最先端

0935 remarkable 顕著な 0970 structural 構造上の

0936 remember おぼえている 0971 subsidiary 子会社

0937 remind 思い出させる 0972 substitute 代わる
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0973 suffer 苦しむ 1008 absolutely 絶対に

0974 super 超 1009 accustom 慣れる･慣らす

0975 superhighway 高速道路 1010 achieve 達成する

0976 Switzerland スイス 1011 across 超えて

0977 taste 味 1012 active 行動的

0978 telecom 通信の 1013 activity 活動

0979 tend 傾向がある 1014 actual 実際の

0980 terrestrial 地上の 1015 adapter アダプター

0981 thankful 感謝して 1016 added 追加された

0982 theirs 彼らの物 1017 admit 認める

0983 theory 理論 1018 advisor 顧問

0984 thought 思想 1019 airline 航空会社

0985 three-fourths 4分の3 1020 airplane 飛行機

0986 throughput 処理される情報 1021 alone 一人で

0987 times 時世 1022 alright 大丈夫

0988 today's 今日の 1023 amazing 素晴らしい

0989 touch 触れる 1024 analysis 分析

0990 tough タフな 1025 ancestry 祖先

0991 tower 塔 1026 angle 角度

0992 town 町 1027 antenna アンテナ

0993 two-thirds 3分の2 1028 anywhere どこでも

0994 uncommitted コミットされていない 1029 applause 拍手

0995 vastly 非常に 1030 applicant 申請者

0996 vendor 販売者 1031 appreciation 感謝

0997 village 村 1032 approximately 約

0998 volunteer ボランティア 1033 Asian アジアの

0999 wealth 富 1034 attack 攻撃

1000 whether かどうか 1035 attractive 魅力的

1001 whoever 誰でも 1036 audio オーディオ

1002 windmill 風車 1037 automotive 自動車の

1003 wisdom 知恵 1038 B2B B to B

1004 within 中に 1039 background 背景

1005 world's 世界の 1040 backhaul 帰路

1006 yen 円 1041 banker 銀行家

1007 yourself あなた自身 1042 bar バー
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1043 barely 辛うじて 1078 commercial 商業の

1044 bathroom バスルーム 1079 committed 献身的な

1045 beat ビート 1080 commodity 商品

1046 beautiful 綺麗な 1081 compare 比較する

1047 beg 頼む 1082 competitive 競合力のある

1048 benefit 利益 1083 complete 完了させる

1049 beyond 超えて 1084 completely 完全に

1050 blah-blah-blah 何とかかんとか 1085 complexity 複雑さ

1051 blame 非難 1086 complicated 複雑な

1052 block ブロック 1087 conclude 結論を下す

1053 blood 血 1088 conference 会議

1054 bond 社責 1089 congratulation 祝い

1055 borrow 借りる 1090 control 制御する

1056 boy 男の子 1091 convertible 互換的な

1057 brain 脳 1092 copper 銅

1058 bull (株式の)強気の 1093 costly 高価な

1059 burden 負担 1094 craziness 凶器

1060 C2C C to C 1095 creativeness 創造性

1061 calculation 計算 1096 cross-bar 高跳びの横棒

1062 campus キャンパス 1097 cry 泣く

1063 capability 能力 1098 cumulative 累積的な

1064 capita 一人 1099 dangerous 危険な

1065 care お手入れ 1100 dare 敢えて

1066 career 経歴 1101 darkness 闇

1067 catch 追いつく 1102 database データベース

1068 cause 起こす 1103 data-driven データ思考の

1069 cell-phone-type 携帯電話型 1104 decline 低下する

1070 chance チャンス 1105 deeply 深く

1071 chipsets チップセット 1106 definitely 絶対に

1072 chunk 魂 1107 delight 喜び

1073 civilized 文明化された 1108 demonstration デモンストレーション

1074 classmate 同級生 1109 deployment 展開

1075 color 色 1110 deregulation 規則撤廃

1076 combined 組み合わせた 1111 deserve 値する

1077 comment コメント 1112 detailed 詳しい
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1113 determine 決定する 1148 eventually 最終的に

1114 develop 開発する 1149 everyday 毎日

1115 deviate 外れる 1150 everyone 皆

1116 dictate 決定する 1151 excellence 優秀さ

1117 dictionary 辞書 1152 exchange 交換する

1118 die 死ぬ 1153 execute 実行する

1119 difficulty 困難 1154 executive エグゼクティブ

1120 disadvantaged 恵まれない 1155 expect 期待する

1121 disclose 開示する 1156 expectation 期待

1122 distance 距離 1157 fairly かなり

1123 dollar ドル 1158 fairness 構成

1124 door ドア 1159 fantastic 素晴らしい

1125 double 2倍に 1160 fashion 様式･方式

1126 dozen 12の 1161 faster もっと早く

1127 dramatic 劇的な 1162 favorite お気に入り

1128 dramatically 劇的に 1163 FCC FCC

1129 drastically 大幅に 1164 feature 特徴

1130 earning 収益 1165 fighter 闘士

1131 earth 地球 1166 file ファイル

1132 earthquake 自信 1167 flatter 喜ばせる

1133 eat 食べる 1168 floor 床

1134 EBIT EBIT 1169 flush 流す

1135 e-commerce eコマース 1170 forge 造る

1136 economics 経済 1171 forward 前に

1137 ecosystem エコシステム 1172 founder 創業者

1138 efficiency 効率 1173 forth-generation 第四世代

1139 eight 8 1174 freedom 自由

1140 eliminate 取り除く 1175 front 前に

1141 employment 雇用 1176 fully 完全に

1142 engineer エンジニア 1177 fundamental 基本的な

1143 entertainment エンターテインメント 1178 gain 利益

1144 entrepreneurship 起業家精神 1179 gap 差

1145 equally 均等に 1180 gear 装備

1146 estate 動産 1181 geographical 地理的な

1147 estimate 見積もり 1182 geographically 地理的に
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1183 gigabyte ギガバイト 1218 immediate 即時の

1184 gigahertz ギガヘルツ 1219 immigrant 移民

1185 going 移動中の 1220 impossible 不可能な

1186 golf ゴルフ 1221 impressed 感銘を受けて

1187 government-owned 政府所有の 1222 improvement 改善

1188 grab 掴む 1223 incorporate 組み込む

1189 grass 草 1224 individually 個別に

1190 happiness 幸福 1225 initial 初期

1191 hate 嫌う 1226 initially 最初に

1192 head 頭 1227 initiative イニシアチブ

1193 health 健康 1228 input 入力

1194 healthcare 観光管理 1229 insane 非常識な

1195 healthy 健康な 1230 insist 主張する

1196 heart ハート 1231 interesting 面白い

1197 hello こんにちは 1232 internet-related インターネット関連の

1198 higher より高い 1233 join 繋ぐ

1199 high-school 高校 1234 judge 判断

1200 hire 雇う 1235 junior 年少な

1201 Hiroshima 広島 1236 justification 正当化

1202 historic 歴史的な 1237 justify 正当化する

1203 hi-tech ハイテク 1238 Keidanren 経団連

1204 hockey ホッケー 1239 kick 蹴る

1205 holding 持ち株 1240 kill 殺す

1206 homepage ホームページ 1241 know-how ノウハウ

1207 hometown 出身地 1242 Korea 韓国

1208 homogenous 均質 1243 lab 研究所

1209 honor 名誉 1244 laugh 笑う

1210 hopeless 見込みのない 1245 lawsuit 訴訟

1211 horrible 恐ろしい 1246 lawyer 弁護士

1212 horse 馬 1247 leak 漏らす

1213 hospital 病院 1248 limited 限られた

1214 hundred 百 1249 list リスト

1215 ideal 理想的な 1250 litigation 訴訟

1216 illusory 架空の 1251 lucky 幸運な

1217 imaginary 架空な 1252 luxury 贅沢
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1253 macro マクロ 1288 operational オペレーショナルな

1254 mainstream 主流 1289 OpEx 運用コスト

1255 maintain 維持する 1290 organization 組織

1256 manage 管理 1291 otherwise さもないと

1257 manner 方法 1292 ours 私たちの物

1258 mathematics 数学 1293 outlay 支出額

1259 measure 推測する 1294 outlook 見通し

1260 measurement 測定 1295 overall 全体

1261 medicine 薬 1296 overly 角に

1262 menu メニュー 1297 overpay 余分に払う

1263 migration 移行 1298 package パッケージ

1264 Minister 大臣 1299 passionate 情熱的な

1265 mistake 間違い 1300 patent 特許

1266 misunderstand 誤解する 1301 payer 支払人

1267 misunderstanding 誤解 1302 peak 頂点

1268 month 月 1303 penetrate 浸透する

1269 mother 母 1304 perfect 完全な

1270 multichannel マルチチャンネル 1305 period 期間

1271 multiple 倍数 1306 person's 人の

1272 negative 負の 1307 personally 個人的に

1273 neighbor 隣人 1308 phenomenon 現象

1274 neighborhood ご近所 1309 pipe パイプ

1275 neighboring 近隣の 1310 please どうか

1276 nervous 神経質な 1311 population 人口

1277 newcomer 新人 1312 portfolio ポートフォリオ

1278 next-generation 次世代 1313 possibility 可能性

1279 notice 通知 1314 post ポスト

1280 nowadays 昨今 1315 preparation 準備

1281 nurse 看護師 1316 prepayment 前払い･元払い

1282 obligation 義務 1317 president 大統領

1283 occur 発生する 1318 pressure 圧力

1284 oligopoly 寡占 1319 pretend 装う

1285 one-man ワンマン 1320 pretty かなり

1286 ongoing 現在進行中 1321 pride 誇り

1287 openness 開放性 1322 problem 問題
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1323 productive 生産的な 1358 sadness 悲しみ

1324 progress 進捗 1359 safe 安全な

1325 propagate 伝播する 1360 sales 販売

1326 propel 推進する 1361 satellite 衛星

1327 protect 守る 1362 scare 恐怖

1328 psychologically 心理的に 1363 scary 怖い

1329 publication 出版 1364 scenery 風景

1330 purchasing 購買 1365 second-generation 第二世代の

1331 pure 純粋な 1366 section セクション

1332 purple 高位な 1367 session セッション

1333 quality 品質 1368 set セット

1334 quote 見積もり 1369 seven 7

1335 railroad 鉄道 1370 shake 振る

1336 raise 上げる 1371 share 市場占有率･株式

1337 rank ランク 1372 shit たわごと

1338 rate レート 1373 chock 衝撃

1339 recently 最近 1374 chocking 衝撃的な

1340 recovery 回復 1375 shop 店

1341 red 赤 1376 similar 同様の

1342 regardless かかわらず 1377 sit 座る

1343 relatively 相対的に 1378 site サイト

1344 rely 頼る 1379 sixth 第6

1345 remove 削除する 1380 skin 皮膚

1346 repeat くりかえす 1381 slowly ゆっくりと

1347 requirement 要件 1382 smart 賢い

1348 resolution 解決 1383 smile スマイル

1349 resume 履歴書 1384 smooth スムーズ

1350 retire 引退する 1385 social 社会的な

1351 review レビュー 1386 solve 解決する

1352 richness 豊かさ 1387 somewhat 幾分

1353 risk リスク 1388 source ソース

1354 roll 役割 1389 south 南

1355 root 根源 1390 Spanish スペイン語

1356 route 道 1391 sparkling 泡立つ

1357 rule ルール 1392 speak 話す
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1393 specifically 特に 1428 thought 見解

1394 speech スピーチ 1429 throw 投げる

1395 spending 支出 1430 title タイトル

1396 spiritual 精神的な 1431 toilet トイレ

1397 spring 春 1432 tomorrow 明日

1398 stable 安定した 1433 too あまりに

1399 stage ステージ 1434 topic 話題

1400 stand 経つ 1435 transform 変換する

1401 statistic 統計値 1436 transformation 変換

1402 steam 蒸気 1437 translate 翻訳する

1403 step ステップ 1438 transparent 透明な

1404 straight まっすぐ 1439 treat 扱う

1405 straightforward 簡単な 1440 tremendous 途方もない

1406 street 通り 1441 truth 真実

1407 subject 従属する 1442 tsunami 津波

1408 subsegment 副次的区分 1443 turn 順番

1409 substitution 置換 1444 turnaround 再生する

1410 suburban 郊外の 1445 twice 2回

1411 sue 訴える 1446 typical 典型的な

1412 suggestion 提案 1447 ugly 醜い

1413 sum 和 1448 ultra 超

1414 summarize まとめる 1449 ultrafast 超高速の

1415 summer 夏 1450 uncertainty 不確実性

1416 supposed-to-be ～を想定する 1451 unclear 不明瞭な

1417 sure 確信して 1452 underdog 負け犬

1418 surround 囲む 1453 unit 一単位

1419 survey 調査 1454 unlike 異なる

1420 symbol シンボル 1455 unprecedented 前例のない

1421 tall 背の高い 1456 unpredictable 予想できない

1422 tank タンク 1457 unsold 売れ残りの

1423 team チーム 1458 until まで

1424 television テレビ 1459 upper アッパー

1425 terrible ひどい 1460 upstanding 直立した

1426 thinking 考え 1461 USA 米国

1427 third-party 第三者 1462 vacation 休暇

21 ページ



単語 意味 単語 意味

1463 view 見る 1472 welcome ようこそ

1464 visit 訪問する 1473 whatsoever 全く

1465 wake 目覚める 1474 whose 誰の

1466 watch 時計 1475 wide 広い

1467 water 水 1476 winner 勝者

1468 wealthy 裕福な 1477 worker 労働者

1469 weaponry 兵器 1478 workforce 労働人口

1470 weekend 週末 1479 young 若い

1471 weekly 毎週 1480 yourselves あなたたち自身

（参考文献　孫正義単語ノート）
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