
発明学会では、発明・アイデアがもっと楽しくなる、毎月定例の「ミニセミナー」を開催中です。

様々なノウハウを持った講師のアドバイスが、直接受けられます。

講師と知り合いになれ、気軽に相談できるようになるため、悩みがなくなります。

また、同じ発明・アイデアが好きな人と仲良くなれるため、発明の世界に、仲間ができて楽しいです。「困って
いること」「教えてほしいこと」が漠然としていても大丈夫。発明に興味があれば、それだけでＯＫ！

講師も、友達も、いつか、あなたを助けてくれる、とっても心強い存在になります！

どのセミナーも予約不要。毎回完結型のセミナーなので、カリキュラム途中からの参加だって、大丈夫！
当日の気分で、気軽にご参加いただけます！ぜひのぞいてみてください！

セミナー主催

一般社団法人発明学会 ☎ 03-5366-8811 ／FAX 03-5366-8495
URL : https://www.hatsumei.or.jp

E-Mail : life@hatsumei.or.jp
〒１６２－００５５

東京都新宿区余丁町７－１発明学会ビル

集まれ
アイデア仲間！



≪セミナーの特徴≫
発明の発表・企業講演・表彰式と講評が聞ける、どなた

でも気軽に参加できるセミナーです。
老若男女問わず100名近い参加があります。

≪発明の発表≫
自分の発明品を発表でき、投票で1位になると、盾と賞

状がもらえます（発明発表は事前予約要。発表希望者は
☎03-5366-8811 担当：クロダまで）。
発表をすると、約100名の参加者に、意見や、改良点

などのアドバイス・情報がもらえて、発明品の改良に役立
てることができます。少ない時間で自分の発明を人に説明
をする、プレゼンテーションの練習にもなります。
発明発表を見る参加者には、ほかの人がどんな発明をし

ているのか、どのような試作品を作っているのか、どのよ
うに売り込んでいるのかが見られるメリットがあります。

≪企業講演≫
企業担当者に、新商品開発秘話や、新素材の紹介、現在

募集中の、アイデア情報などをお話し頂く講演会です。
大変人気があるコーナーで、企業講演を聞くのが楽しみ

で、参加される方もいらっしゃいます。
毎回講師が変わり、たくさんの分野の話が聞けます。

開催日 毎月 第３日曜日

時 間 13：00～16：40 （受付開始12:30～・予約不要）

会 場 発明学会ビル３Ｆ セミナー室

参加費 会員1000円（税込） ・非会員2000円（税込）

≪テレビに出たい方は必見！≫

発明学会には、マスコミから「発明家」を紹介する企画
の取材依頼が多数来ています。
その取材が入るのが、「東京日曜発明学校」なんです！
テレビ取材日とタイミングが合えば、あなたの発明品が

紹介されるかもしれませんよ！
ぜひご参加ください！



≪セミナーカリキュラム≫

絵が苦手でも描ける「基本形の描き方」を習得して、応
用力を見につけ、頭に描いたものを形にできる力が「イラ
スト講座」で学べます。
「立方体、円柱などの基本形」を「身近なもの、普段使

うもの」と結びつけられます。
骨組みを理解するだけで、「人物や身近な生き物」、そ

して「遠近法」まで身につきます。
一緒に、学習しましょう。

開催日 毎月 第３土曜日

時 間 10：00～12：00 （受付開始9:30～・予約不要）

会 場 発明学会ビル３Ｆ又は５Ｆ セミナー室

参加費 会員2500円（税込） ・非会員5000円（税込）

≪講師≫
絵画教室キャンディブックス代表
日本画家 阪尾真由美（サカオ マユミ）先生

多摩美術大学造形表現学部 造形学科を卒業。
絵画教室キャンディブックスを設立。
子供のための絵画造形教室、小学校受験絵画工作教

室、大人絵画教室なども開いています。

≪こんなことにイラストが役立つよ！≫

発明コンクールに入選するには、分かりやすさが大
事！試作品の写真だけでなく、使用状態を説明するイラ
ストまであると、アピール度もバツグン！
このイラスト作成の依頼も有料で受け付けます！

毎月第３土曜日 開催

日本画家 阪尾 真由美 先生の

開催日 講義内容
４月２１日 「立方体、円柱などの基本形」の描き方・実習
５月１９日 「円錐、球体」の描き方、実習
６月１６日 身近なもの①立方体や円柱の応用で描けるもの
７月２１日 身近なもの②球体や円錐の応用で描けるもの
８月１８日 身近なもの③身に付けるもの
９月１５日 身近なもの④キッチン周りのもの
１０月２０日 手を描く
１１月１７日 人物の顔と体
１２月１５日 身近な生き物や植物
１月１９日 透視図法の実習
２月１６日 透視図法を使って実践
３月１６日 静物画スケッチ

≪講師≫
ママのアイディア工房 株式会社

代表取締役社長
鈴木 未夏子（スズキ ミカコ）先生

アイディアを商品化したい思いがどんどん積り、とうと
う自分のアイディアを商品化し全国販売していく会社を
設立してしまいました。
私と同じように「自分で商品化してみよう！」「商品

化したぞ、どうやって売ればよいんだろう？」「もっと
販路拡大したい」等、考えていらっしゃる方々のための
おしゃべり交流会を企画しました。
私の主力商品『お弁当袋になっちゃう！！ランチクロ

ス☆』は東急ハンズ、ロフトをはじめホームセンター、
土産物屋、生協などで掲載してもらい全国販売していま
す。又様々な直販イベントに出店し現金化を得意として
います。
土曜日のおやつタイムのリラックスした雰囲気の中、

同じ夢を持つ人たちが活発に語らい、私自身1人1人のお

話しを伺う場が提供出来たら良いなと思っています！

開催日 １月２６日・２月２３日・３月３０日 ４月以降未定

時 間 13：00～16：00 （受付開始12：30～・予約不要）

会 場 発明学会ビル３Ｆ セミナー室

参加費
会員2000円（税込） ・非会員4000円（税込）

みんなでシェアするためのお菓子・飲み物持参

≪セミナーカリキュラム≫
実は、あえて明確なカリキュラムは組んでいません。セ

ミナーのコンセプトは「最近どうしてる？」の語らいの場。
近況活動報告から、互いの情報交換をして、お菓子もつま
んじゃおう！というゆる～い内容。それでも、何となくは
決まっているセミナーの流れをちょこっと紹介致します!

第一回：鈴木さんの自己紹介・参加者の自己紹介（自分・
発明品・現状何をその発明品の為にしているか・将来はど
うなりたいか）
歓談（周りの人たちと話す。なんとなくやっていること

が近い人を近い席にさせたりする。）その歓談の輪の中に、
鈴木さんが回って一人一人と話していく。

第二回・第三回：この１ヶ月間で鈴木さんがやっていたこ
と。これと同様、参加者のみなさんが１ヶ月でやっていた
ことの発表。
ここで、特に掘り下げる人をくじで決めて話す。意見も

集計して渡す。どちらかというとだめだしよりも可能性を
書いてもらう。（どこで売れそうかとか）

こんな感じを予定。みんなで企画を出し合って、居心
地のいい語らいの場を作っていきましょう！



開催日 毎月 第２土曜日

時 間
14：00～16：00 （受付開始13:30～・予約不要）
終了後16:30～17:30まで懇親会開催中！

会 場 発明学会ビル３Ｆ又は５Ｆ セミナー室

参加費 会員2000円（税込） ・非会員4000円（税込）

自分で商品を売ってみたい、起業（個
人事業）したい人はもちろん、商品流通
が学べるため、企業にアイデアを採用
してもらいたいと思っている発明家の為
のセミナーです！
損をせず利益をちゃんと出すための価
格の付け方。知らないと恥をかく、バイヤ
ーと取引をする上で必要となる「下代、
仕切価格、上代」などの、商品流通の現
場で使われている専門用語の取引会話の模擬実習などを
通して、基礎中の基礎から解説します。

≪その話聞きたい！注目のカリキュラム≫

・金型によっては３回以上も修正し、○百万もかかるって本当？
・ブラックプラスチック製造企業に騙されないために
・量販店の掛け率(仕入値)はいくらなの？
・上代の設定はどのように考えるべき？
・その発明、金型費を差し引くと粗利がないのが不採用の理由

･･･その他、知って得する情報が満載！

≪講師≫ 発明学会会員 『ぐるぐるとって』発明者
昭和ワールドコーポレーション合同会社 代表社員

遠藤 伸一（エンドウシンイチ） 先生

会員割引特典付き！「充実の有料サポートプラン」
ホームセンターやスーパーに自分の商品を並べたくない

ですか？ テレビCMを格安で出したくないですか？
講師が、あなたの代わりに全国のホームセンター等のバ

イヤーに売り込みをして、全国流通させる交渉をおこなう
「あなたの商品、全国流通させるプラン」のほか、「無料
パブリシティ付き、テレビCM交渉プラン」など、各種有
料サービスも実施します。

開催日 毎月 第４火曜日

時 間 14：00～17：00 （受付開始13:30～・予約不要）

会 場 発明学会ビル３Ｆ又は５Ｆ セミナー室

参加費 会員1500円（税込） ・非会員3000円（税込）

≪セミナーの特徴≫
沢山の企業にアイデアが採用された経験を持っている高

橋さんが、すべて自身の経験、体験談から、個々の発明品
に対し、アドバイスをする形で行われます。
高橋さんのモットーは「試作品こそ最大の説得力」。
試作品を作るからこそ、企業の社長が納得してくれるこ

とを、講義では第一にお話しします。
受講生が作ってきた試作品を、みんなの前で発表し、受

講生の意見や、高橋さんのアドバイスが受けられます。
平成２９年には、企業に採用された成功発明者も送りだ

し、実績も十分！
「次に何をしなければいけないか」が、講師と一緒に確

認をしながら進めることができるため毎月の参加が楽しく
なる発明塾です。

踊るユーモア発明家として、バラエ
ティ番組に出演する「発明家」です。
とても素朴な雰囲気の優しい先生で

すが、実は趣味の料理に関する発明で
数々のアイデアが商品化された実績を
持っている先生です。
いまは特許料の収入で生活する数少

ない大衆発明家の一人です。
料理道具の発明、野菜皮むき器（四徳ピーラー）、栗の

皮むき器（びっ栗むきまる）、キャベツ千切器（両刀ワイ
ドピーラー）、野菜皮むき器（ダブルピーラー）など。特
に「ピーラー」の発明の専門家で、現在までに１１件のア
イデアが採用された実績があります。
著書：「笑爆発明」

≪講師≫
発明家 高橋 宏三（タカハシ ヒロミ）先生

開催日 講義内容
１月１２日 ドラックストアに納品するときの注意点

２月９日 商品化になりやすい製品・売り込みやすい商品

３月９日 発明権利者と利益を折半にする弊社サービス

４月以降新セミナーを企画中！お楽しみに！

これまでのセミナー収録動画 販売中！

見逃した方や、参加したけどもう一度聞き返したい!と言
う方に朗報！ビデオ収録動画を販売中です。
・単話受講：一話あたり2,000円（会員）
・１２話一括購入 20,000円（会員）


