
発明株式会社のサポ ト発明株式会社のサポート

～未来に価値を生み出すサポート内容のご紹介～

発明株式会社
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発明株式会社



発明株式会社について発明株式会社について

発明株式会社は[発明とビジネスの融合]、つまり[アイデアの
換金化](事業の収益化)の実現を目指す会社です。換金化](事業の収益化)の実現を目指す会社です。

＜活動内容の一部＞＜活動内容の 部＞

■[発明大学](発明専門ポータルサイト)運営

■[発明ランキング]を毎月公表■[発明ランキング]を毎月公表

■[発明セミナー][特別セミナー]の開催

■[200以上のﾏｽｺﾐ取材実績](社会的信用)■[200以上のﾏｽｺﾐ取材実績](社会的信用)
■[流通販売ルート]構築(カタログ通販、小売店販売)
■[無料会員][正会員](会員制度)構築し 発明の普及活動展開■[無料会員][正会員](会員制度)構築し、発明の普及活動展開
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弊社のサポ トとは弊社のサポートとは
弊社 事業内容(ビジ )やサポ ト内容をご紹介弊社の事業内容(ビジョン)やサポート内容をご紹介し、

全体のイメージを掴んでいただくのがこの説明会になります。

ポ デ弊社のサポート内容はアイデア相談、権利化相談

(第三者機関のご紹介)、商品化、ＰＲとマスコミ取材、

販売や商談会、ビジネスまでトータルサポートしています。

また、無料会員と正会員の違い、メリット、費用対効果

(正会員会費)について説明いたします。

特許法上の発明 富の発明(弊社)
発明(定義) 特許(知的財産権) 創造と知恵

お金 コストが高い ゼロに近い(頭に汗をかく)
再現性(模倣・パクリ) 特許・著作権侵害(裁判沙汰) 構造的に難しい
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再現性(模倣・パクリ) 特許・著作権侵害(裁判沙汰) 構造的に難しい

価値(ブランディング) ○ ◎



発明株式会社のビジョン発明株式会社のビジョン

１)[発明業界]をイノベーション⇒発明のあり方を変える

２)[発明産業]を創出する⇒発明とビジネスの融合(経済創出)２)[発明産業]を創出する⇒発明とビジネスの融合(経済創出)
３)[発明文化]の創出⇒個人発明家が参加・活躍できる社会に

発明文化

発明産業

発明業界発明業界

弊社弊社
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無形資産(発明)とは？無形資産(発明)とは？

＜本当の発明とは？＞
[低コストで]しかも[マネされにくい]仕組みを目指す。
個人発明家が目指す道は[無形資産](発明)を構築する と個人発明家が目指す道は[無形資産](発明)を構築すること。
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情報 知識 知恵を学ぶ情報･知識･知恵を学ぶ

＜情報･知識･知恵を学ぶ環境＞

「人に魚を与えれば一日食べさせることができる。人に魚を与えれば 日食 させることができる。

だが、魚の釣り方を教えれば一生食べさせることができる」

Ａ)「魚を与える」⇒飢えの問題の根本的な解決にならないＡ) 魚を与える」⇒飢えの問題の根本的な解決にならない

・外部依存が高まると頭を使わなくなる

・甘えの環境から本物(価値)は出てこない甘えの環境から本物(価値)は出てこない

・市場から淘汰される

Ｂ)「魚の釣り方」⇒自分の力で飢えを克服(根本的な解決)Ｂ)「魚の釣り方」⇒自分の力で飢えを克服(根本的な解決)
・コミュニケーション力を高める

・提案力 企画力 価値の伝え方を高める・提案力、企画力、価値の伝え方を高める

・価値を生み価値の交換(経済創出)できる人になる
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発明資料の閲覧自由発明資料の閲覧自由
＜情報･知識･知恵を学ぶ環境＞

発明全般(アイデア考案からビジネス展開)をまとめた資料、

体系化した資料3点の閲覧ができます(発明説明会参加者)
■発明試作品通信講座(40ページ)
⇒自宅で試作品ができる通信講座

■発明新書(218ページ)
⇒アイデア発想法から知財相談、原価計算、表現方法全般

■発明資料

⇒アイデア考案からビジネス展開(売上など)を網羅した資料

ご確認ご参考いただき、価値を生み出しましょう。確 参考 値 。

※発明無料説明会にて発明資料の閲覧自由(参加費無料)
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教材資料(体系化資料)教材資料(体系化資料)
講 創 講＜発明試作品通信講座(40ページ)＞自宅で創る試作品講座
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教材資料(体系化資料)教材資料(体系化資料)

＜発明新書(218ページ) ＞
第一章：[アイデア](価値を生み出すアイデア発想法)第 章：[アイデア](価値を生み出すアイデア発想法)
第二章：[試作品](試作品への取り組み方)
第三章：[権利化契約対策](権利化への取り組み方)第三章：[権利化契約対策](権利化への取り組み方)
第四章：[業者開拓](展示会の活用方法)
第五章：[原価計算](原価と利益を把握する)第五章：[原価計算](原価と利益を把握する)
第六章：[価値の伝え方](ＰＲを学び価値を伝える)
第七章：[メディア対策](ＨＰ運営・ﾏｽｺﾐ対策・表現方法)第七章：[メディア対策](ＨＰ運営・ﾏｽｺﾐ対策・表現方法)
第八章：[ブランディング](信頼と評判・マーケティング)
⇒発明全般を体系化した資料⇒発明全般を体系化した資料
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教材資料(体系化資料)教材資料(体系化資料)
＜発明資料＞(ビジネ 部)＜発明資料＞(ビジネスコンテンツの一部)
■ヒット商品への取り組み

成長成長

成熟成熟

■成功キーワード

■創造と知恵(無形資産) 成成 成熟成熟 成長成長

成長成長

成長成長

■お金と価値を生み出す

■売上を上げる方法
時間時間

果果

導入導入
成長成長

成熟成熟 成長成長

■信用を得るための13の方法

■消費者が購入に至るまでの心理プロセス

時間時間

■目的と目標の違い

■マスコミ取材を引き寄せる9つの方法

■富とヒット商品(卓越した発明)など…
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アイデア相談アイデア相談
■９つのアイデア発想法(初級編)■９つのアイデア発想法(初級編)
■価値を高める14項目(中級編)
■９つのチェック項目(上級編)■９つのチェック項目(上級編)
1)分野(4つの分野とは？)
2)サイズ(サイズの目安 その理由とは？)2)サイズ(サイズの目安、その理由とは？)
3)デザイン(受け入れられるデザインとは？)
4)素材(原価 入手方法)4)素材(原価、入手方法)
5)価格帯(購買頻度を高める価格帯)
6)使用頻度( 日の使用頻度 リピ ト商品)6)使用頻度(一日の使用頻度、リピート商品)
7)実用性(私たちが求めているキーワードとは？)
8)心理＆欲求(ポイントを掴んでいるのか？)8)心理＆欲求(ポイントを掴んでいるのか？)
9)ニーズ(価格帯、必要性、カテゴリ) 11



権利化相談(第三者機関)権利化相談(第三者機関)
1)産業財産権相談(書類一式)
⇒出願申請に関する資料の入手方法をご紹介出願申請 関する資料 入手方法を 紹介

2)特許などの権利化相談(相談窓口)
⇒対面、電話、郵送、ＦＡＸ、メール相談方法について対面、電話、郵送、ＦＡＸ、メ ル相談方法に いて

3)全国共通ナビダイヤル

⇒相談無料の相談窓口⇒相談無料の相談窓口

4)審査請求料・特許料の減免

⇒適用内容などをご紹介⇒適用内容などをご紹介

5)公的機関の活用

⇒各種無料相談 無料セミナー⇒各種無料相談、無料セミナ 、

各種申請書類一式、展示会
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商品化サポ ト商品化サポート
)パ ケ ジ シ制作1)パッケージ、チラシ制作

⇒デザイン、メッセージ、構成、表現力

2)商品企画書

⇒商品仕様、特徴やメリット、画像加工、裏付け資料

3)原価と利益

⇒原価計算、流通プロセス

(ﾒｰｶｰ、商社、販売店、消費者)
4)JANコード

⇒申請方法、流通体制

5)PL保険

⇒申請方法、PL保険の有無、販売への取り組み
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ＰＲとマスコミ取材ＰＲとマスコミ取材
1)ＨＰ運営1)ＨＰ運営

⇒メディアの取り組み方、広報活動

2)プレスリリース(広報)2)プレスリリース(広報)
⇒宣伝と広報の違い、作成の仕方やポイント、配信先

3)表現方法3)表現方法

⇒独自のウリ、他社との違い、全体の構成、設定の仕方

4)実績の作り方4)実績の作り方

⇒信用と信頼構築の取り組み

5)マスコミ取材5)マスコミ取材

⇒取材を受けるためのコツ、

選ばれる方法選ばれる方法
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テレビ東京(取材依頼)テレビ東京(取材依頼)
【テレビ東京】[月曜ﾌﾟﾚﾐｱ！](満員御礼！得するｾﾐﾅｰ！)
[お金が儲かる部門]第2位：発明ｾﾐﾅｰ(弊社主催)TV紹介

⇒活動内容をPR(広報)している

⇒発明ランキング(売上・個数)公表( )
⇒発明家へのサポート(会員制度構築)
⇒ｵﾝﾘｰﾜﾝ＋専門家(選ばれる存在)ｵﾝﾘ ﾝ 専 (選 存在)
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テレビ朝日(取材依頼)テレビ朝日(取材依頼)
【テレビ朝日】[ｶﾞﾘﾚｵﾋｯﾄ脳研](ﾅｲｽｱｲﾃﾞｱ商品・夏向け商品)
売上急上昇ﾗﾝｷﾝｸﾞ第4位(JAVAまる)売 急 昇ﾗﾝｷﾝｸ 第 位( まる)

⇒番組企画にマッチした商品(検証⇒実証⇒ＴＶ放送)
⇒発明通販(ネット通販)に出品(発明専門通販サイト)⇒発明通販(ネット通販)に出品(発明専門通販サイト)
⇒炎天下時のハンドルの悩みを解決(ﾋﾞﾌｫｰｱﾌﾀｰ)＋収納

⇒Amazon(大手ショッピングモール)に出品⇒Amazon(大手ショッピングモ ル)に出品

>>>[無形資産][Web][価値を伝える]の３つだけ
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マスコミ取材実績マスコミ取材実績

【日本テレビ】[news every.](汗取りパッド)紹介

【テレビ東京】[月曜プレミア！](発明セミナー)紹介[ ]( )
【日本テレビ】[ヒルナンデス！](楽らく健康BOX)紹介

【ＴＢＳ】[はなまるマーケット](爽振健美)紹介【 】[ なまる ケッ ](爽振健美)紹介

【テレビ朝日】[スーパーＪチャンネル](足首セレブ)紹介

【ヘルスケアタイムス】[こんにゃく米極][日除け帽子]紹介【 ルスケアタイムス】[ んにゃく米極][日除け帽子]紹介

【テレビ朝日】[ガリレオヒット脳研](JAVAまる)紹介
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テレビ朝日(TV放映～売上)テレビ朝日(TV放映～売上)
【テレビ朝日】[ｶﾞﾘﾚｵﾋｯﾄ脳研](ﾅｲｽｱｲﾃﾞｱ商品)第4位

[JAVAまる]850個完売(番組途中から注文殺到)/発明通販[ まる] 個完売(番組途中 注文殺到)/発明通販
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テレビ(マスコミ)紹介のメリットテレ ( )紹介の リット

＜紹介されるメリット＞

■費用は無料

・取材のため(広告と広報の違い)( )
■社会的信用度がアップ

・公共の電波でプラスになる情報発信公共 電波でプラ なる情報発信

例）ﾅｲｽｱｲﾃﾞｱ商品売上上昇ﾗﾝｷﾝｸﾞ：第○位

■取材実績と次への展開■取材実績と次 の展開

・1つの取材から2つ目の取材へ

■販路開拓(プレゼン)に活かせる■販路開拓(プレゼン)に活かせる

・取材実績を活用してプレゼンする

⇒「PRと販路と実績(社会的信用)」を⇒「PRと販路と実績(社会的信用)」を

得るチャンス 19



テレビ紹介される理由とはテレビ紹介される理由とは

＜発明に特化している唯 の専門サイトを運営＞＜発明に特化している唯一の専門サイトを運営＞

■唯一(オリジナル)商品を探している

発明品としてブランディングしている(発明大学)・発明品としてブランディングしている(発明大学)
■話題性を求めている

ランキングの公表/会員組織構築・ランキングの公表/会員組織構築

■ニュース性

発明の普及 啓蒙活動(勉強会開催)・発明の普及・啓蒙活動(勉強会開催)
■情報発信(継続して発信)

運営 通 ガ・HP運営、通販サイト、メルマガ

・メディア媒体にて情報発信
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販売や商談会販売や商談会
) 販売1)Amazonにて販売

⇒販売実績、売上向上、流通商品

2)展示即売会

⇒活動内容(広報)、実績作り、

取材の流れ

3)商談会、展示会

⇒カタログ通販、生協、

テレビ通販、業者開拓

4)バイヤー

⇒専門のバイヤー様にプレゼン
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メディカル産業展メディカル産業展
＜メディカル産業展2015＞展示会に出展＜メディカル産業展2015＞展示会に出展

⇒正会員は優待価格(業界新聞の特典付)
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生協(生活協同組合)生協(生活協同組合)
＜生活協同組合＞

[クール-20℃][舌のお掃除](個人発明家の商品)[ク ][舌 お掃除](個人発明家 商品)

⇒全国の生協ルートへの販売可能
23



小学館「DIME」小学館「DIME」
＜雑誌(DIME)＞＜雑誌(DIME)＞
[クイックストラップ](個人発明家の商品)

⇒全国の書店・コンビニにてＰＲと販売⇒全国の書店・コンビニにてＰＲと販売

⇒販売実績に繋がり、紙媒体は次のプレゼン資料になる) 24



JRトレインショップJRトレインショップ
＜カタログ通販＞

消費税アップ後でも発明品は売れ続けています
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カタログ通販カタログ通販
＜カタ グ通販＞＜カタログ通販＞

生協(くらしと生協)
プＪＲトレインショップ

カタログハウス

千趣会・セシール

ニッセン・ディノス

ベルーナ・全国通販

いいもの王国

JOD(メルシー)
総通(日本直販)
全通 (阪急キッチンエール採用)
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採用された媒体先採用された媒体先
＜採用された媒体先＞

[夢みつけ隊][生協] [ケイセンス][阪急キッチンエール]
[メルシー] [ベルーナ] [小学館] [JRトレイン]
[リクルート] [千趣会][ニッセン][セシール]など。

生協では1点(1つの商品)で毎月300万円前後の売上があります。

⇒環境(リソース)により規模の大きいフィールドでPRと
販売(売上)を目指すことができます。
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誰でもチャンスがある誰でもチャンスがある
＜ぬか漬け器＞主婦考案の商品＜ぬか漬け器＞主婦考案の商品

■平成27年01月度の売上ﾗﾝｷﾝｸﾞ(02月20日公表)の第2位
■平成27年02月度の売上ﾗﾝｷﾝｸﾞ(03月20日公表)の第3位■平成27年02月度の売上ﾗﾝｷﾝｸﾞ(03月20日公表)の第3位
⇒【生協】で採用

採用までの流れですが ゼロからの採用までの流れですが、ゼロからの

商品をテスト販売し、販売実績や

ビ の実績を積み重ね プ ゼレビューの実績を積み重ねてプレゼン

をします。 すでにバイヤー様とは

信頼関係を構築 ます信頼関係を構築していますので、

企画書1枚とサンプル品提供で

採用の流れができます。
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年会費(30 000円)以上の価値年会費(30,000円)以上の価値
＜Amazon出品＞(ぬか漬け器の場合)＜Amazon出品＞(ぬか漬け器の場合)
■Amazon(一般の年間費)：4,900円×12＝58,800円
■A (正会員出品料)：12 000円(1点)■Amazon(正会員出品料)：12,000円(1点)
Amazon検索には[予測ｷｰﾜｰﾄﾞ]があり、[ぬか漬け](ｷｰﾜｰﾄﾞ)
検索すると その予測ｷｰﾜｰﾄﾞ7件中、全て1ﾍﾟｰｼﾞ目表示検索すると その予測ｷ ﾜ ﾄ 7件中、全て1ﾍ ｼ 目表示

・「ぬか漬け」270件中：第6位(1ページ目表示) 
・「ぬか漬け容器」193件中：第8位(1ページ目表示) 

「ぬか漬け名人」57件中：第7位(1ペ ジ目表示)・「ぬか漬け名人」57件中：第7位(1ページ目表示) 
・「ぬか漬け美人」20件中：第5位(1ページ目表示) 
・「ぬか漬け 水抜き」21件中：第1位(1ページ目表示) 
・「ぬか漬け器」124件中：第2位(1ページ目表示) 
※平成27年3月31日現在(Amazon[ｶﾃｺﾞﾘ]ｷｯｷﾝｽﾄｱ)
⇒ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ＋集客＋上位表示(PR)＋売上(利益)全ての価値⇒ﾌ ﾗﾝﾃ ｨﾝｸ ＋集客＋上位表示(PR)＋売上(利益)全ての価値

⇒不労所得(自動化により定期的に入金される仕組み) 29



ぬか漬け器ぬか漬け器
＜ぬか漬け器の売上＞ (出典元：Amazon)＜ぬか漬け器の売上＞ (出典元：Amazon)
～2014年1月1日～12月31日までの 発明総合ランキング～

ビジネス経験のない主婦が考案した「ぬか漬け器」ビジネス経験のない主婦が考案した「ぬか漬け器」

■販売価格1980円
■1年間で1025個( 日あたり約2 8個)販売■1年間で1025個(一日あたり約2.8個)販売

■約230万円の売上(1か月平均約17万円)

ビジネス経験のない主婦が考案した

「ぬか漬 器 う 毎 売れ続「ぬか漬け器」のように 毎日売れ続け、

しかも半自動化であり、 まとまった

金額が毎月入金されるようになってきます。
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無料会員と正会員の違い無料会員と正会員の違い

＜無料会員＞

[お名前][メールアドレス][誕生月]の登録だけ[お名前][メ ルアドレス][誕生月]の登録だけ

■無料会員メルマガ購読(毎月1～2回程度)
■発明レポート2点進呈(卓越した発明 マスコミ取材)■発明レポ ト2点進呈(卓越した発明、マスコミ取材)
■メール相談が無料(初心者向けの相談内容)
■提携弁理士の問い合わせ先をご紹介■提携弁理士の問い合わせ先をご紹介

■マスコミ紹介(マスコミ媒体から依頼時、メルマガにて)
■[誕生月]の電話相談(10分～15分程度)■[誕生月]の電話相談(10分～15分程度)
■[誕生月/発明教室]1回分(3500円)無料

⇒多くのメリットがあります⇒多くのメリットがあります
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無料会員と正会員の違い無料会員と正会員の違い
＜ 会員＞＜ 正会員＞

正会員は3パターン[月会費：3,000円/
準正会員(年会費)：20,000円/年会費30,000円]

■正会員メルマガ購読(毎月1～2回程度)
■スカイプ電話相談、電話相談無料(通話料無料)
■対面相談無料

■正会員資料進呈(非売品レポート付き)
■マスコミ紹介(マスコミ媒体から依頼時、優先紹介)
■[発明セミナー]の無料招待又は優待価格

■[発明教室]の参加費無料(年会費の場合：42,000円分)
■発明商談会への参加権利(販路開拓のチャンス)など多数
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無料会員と正会員の違い無料会員と正会員の違い

＜ 正会員＞

スカイプ相談・発明資料・権利化(第三者機関)・試作品スカイプ相談 発明資料 権利化(第三者機関) 試作品

発想力・チラシ・パッケージ・イベント(展示会)出展
33



無料会員と正会員の違い無料会員と正会員の違い

＜ 正会員＞

マスコミ媒体へマスコミ媒体へ

優先紹介
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無料会員と正会員の違い無料会員と正会員の違い

＜ 正会員＞

発明商談会参加権(正会員の特典)発明商談会参加権(正会員の特典)
あ ⇒ＴＶ・ラジオ・カタログ・店舗
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費用対効果費用対効果

＜ 正会員＞

商品化&流通への諸費用(個人事業主と正会員の違い)
■個人事業主：商工会議所･PL保険･JANｺｰﾄﾞの費用と日数

[商工会議所](個人事業主)：11,000円～(加入費年会費)
[PL保険]：3,000円～/1～3週間

[JANコード](手引書･登録費･ﾌｨﾙﾑ代)：15,000～/2～3週間

■弊社(正会員) ：PL保険･JANｺｰﾄﾞの費用と日数

発明株式会社(名義)の[PL保険] [JANコード]可能(審査有)( ) [ ] [ ] ( )
[PL保険]：3,500円/3日
[JANコード](ﾌｨﾙﾑ代)：3,500円/5日程度[ ](ﾌ ﾙ ) , / 度

⇒正会員登録にて[PL保険][JANｺｰﾄﾞ]のｺｽﾄｶｯﾄ(費用対効果有)
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費用対効果費用対効果

＜ 正会員＞

■スカイプ電話相談(通話料、相談料無料)
■発明セミナー(参加費無料又は優待価格)
⇒12,000円相当が無料(一部優待価格)
■発明教室(参加費：無料/年12回開催)⇒42,000円分が無料

■正会員動画講義⇒毎月1回動画視聴(発明とﾋﾞｼﾞﾈｽの融合)( )
■マスコミ媒体紹介(プライスレス)
⇒例)JAVAまるの経済効果(広告費用効果)：2000万円例) まる 経済効果(広告費用効果)
■発明商談会への参加権利 / チラシ等有料ｻﾎﾟｰﾄは優待価格

⇒正会員(年会費)以上のﾌﾟﾗｲｽﾚｽ(ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞに繋がる経済効果)正会員(年会費)以上のﾌ ﾗｲｽﾚｽ(ﾌ ﾗﾝﾃ ｨﾝｸ に繋がる経済効果)

37



サプライズ(参加費無料)サプライズ(参加費無料)
＜ 正会員＞

■シークレットライブ(H24年8月18日開催)⇒5,000円
■マスコミ戦略セミナー(H24年12月22日開催) ⇒15,000円分

■販路戦略セミナー(H25年6月12日開催)⇒15,000円分

■売上1Dayセミナー(H25年12月15日開催)⇒70,000円分

■商品化セミナー(H26年2月22日開催)⇒10,000円分

■シークレットセミナー2014(H26年7月19日開催)
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サポ トとビジョンサポートとビジョン
人ができることは３つだけ[知ること][考えること][伝えること]
1.[知ること]：発明のあり方、ビジネスのあり方

2.[考えること]：着眼点、思考、知恵、戦略、仮説

3.[伝えること]：Web、メディア、表現、ブランディング

個人が活躍する秘訣は[無形資産][Web][価値を伝える]の３つ

弊社のビジョンは…
1.[発明業界]をイノベーション⇒発明のあり方を変える

2.[発明産業]を創出する⇒発明とビジネスの融合(経済創出)
3.[発明文化]の創出⇒個人発明家が参加・活躍できる社会に

＜最後に弊社から一言＞

未来に価値を生み出し、価値を表現できる人になりましょう。
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発明株式会社のサポ ト発明株式会社のサポート

～未来に価値を生み出すサポート内容のご紹介～(完)

発明株式会社
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