
発明奨励金 総
額50万円

●発明学会大賞…賞状+奨励金10万円 （1点）
●優秀賞…………賞状+奨励金5万円 （5点）
●優良賞…………賞状+奨励金1万5千円 （10点）
●奨励賞…………賞状+副賞 （84点）
●努力賞…………賞状+副賞 （100点）
●アイデア賞……賞状+副賞 （100点）

★全応募作品の上位 約300点を表彰します★

以下選外（落選）

●洗濯機の糸くずを取る！
　『クリーニングペット』

●どんな大きさの鍋にもフィット！
　『フリーサイズ落とし蓋』

「ダイヤコーポレーション」が採用

「下村工業」が採用

発明家には、特許料として3億円が支払
われた。多額のロイヤリティが支払わ
れた、主婦による伝説的発明。

800万枚、72億円を売り上げる大ヒッ
ト商品に。その特許料の総額は現在ま
でに6,000万円にものぼる。

一般社団法人 発明学会主 催
〒162-0055 東京都新宿区余丁町7番1号　発明学会ビル
TEL. 03（5366）8811（代）　FAX. 03（5366）8495
当会ホームページ  https://www.hatsumei.or.jp 特許教育館ホームページ  http://e-chizai.com

　協賛企業各社は、「身近なヒント発明展」を「自社の新商
品アイデアを探す場」ととらえ、審査で全応募作品に目を
通しています。　
　書類審査と会場展示審査を経て、毎年、全応募作品中、数
十件の作品が企業担当者
の目に留まり、オファーを
頂き、商品化されています。
　賞を決めるだけの発明
コンクールではなく、企業
が審査に参加し、商品化に
近い点が、「身近なヒント
発明展」最大の魅力です！

《「身近なヒント発明展」が商品化に近い理由》
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応募
締切

毎年

消印
有効7月10日

説的発明。

 特許料６千万円！

あなたのアイデアを採用してくれる
協賛企業の皆様 一部紹介！

たくさんの発明品が当会の支援で
商品化されています。

特許料
3億円！

会場展示の様子

サクラクレパス 様
求めるアイデア  文具

三陽プレシジョン 様
求めるアイデア  家庭用品、工業用品

トッププロダクツ 様
求めるアイデア  キッチン

ダイヤコーポレーション 様
求めるアイデア  バス、キッチン、ラン
ドリー、ゴルフ

カワグチ 様
求めるアイデア  電気配線小物

旭電機化成 様
求めるアイデア  シニア、介護、ベ
ビー、健康、プラスチック家庭用品全般

発明学会 法人会員
コンクール協賛企業

発明学会 理事・法人会員
コンクール協賛企業

2018年度（第22回）　商品化契約２件／企業からのオファー36件
2017年度（第21回）　商品化契約１件／企業からのオファー24件

驚異的!! 　商品化契約２件／企業からのオフ202020201818年度18年度年度年度（第（第（第（第（第222222回）回）回）　商　商品化品化品化品化契約契約契約２件２件／企／企／企／企／企業か業からのらのオフオフらのオフオフオフ 363636件件36件
!! 近年の「身近なヒント発明展」商品化実績



■応募部門
①部門　生活用品関係（洗濯、物干し、ハンガー、清掃用品、浴室、トイレ）
②部門　生活用品関係（調理道具、食卓用品、インテリア、家具、その他①部門以外の生活用品）
③部門　玩具・レジャー・スポーツ・ホビー関係
④部門　文具・事務用品・教材関係
⑤部門　健康・衛生・介護関係
⑥部門　衣料・寝装品・履物関係
⑦部門　2輪車・自動車・運搬・カー用品関係
⑧部門　防犯・防災関係
⑨部門　ユーモア発明・面白グッズ関係
⑩部門　園芸・農業・建築・荷造り資材関係・その他(①～⑨にない分野）

■応募の受付・結果通知・発明展・表彰の日程について
①応募締切 毎年7月10日（消印有効）

②一次審査 協賛企業による審査 ※非公開
7月上旬より随時開催

③一次審査 結果通知 9月上旬通知

④二次審査
　発明展 会場展示

協賛企業及び一般来場者による試作品 会場展示審査 
10月上旬（3日間）
展示作品数：一次審査合格作品　約100点
場所：発明学会3F展示ホール

⑤二次審査結果通知 11月中旬より随時（対象者のみ）
⑥表彰 12月第3日曜日　東京日曜発明学校内の表彰式にて
⑦一般公表 会報『発明ライフ』１－２月号誌面にて

 （　　　　年　　月　　日）

住  所
〒 TEL.

FAX.

フリガナ この「身近なヒント発明展」を何で知りましたか？

氏  名

【区 分】 □発明学会会員No.KO- 〔非会員〕　□一般　□学生（○大学　○専門学校　○高校　○中学・小学）　

◇身近なヒント発明展・応募セット（応募用紙）申込みのため、代金を添えて申し込みます。
内訳 ❶ □ 応募セット　　　　1,000円 × （　　　　）セット ＝ （　　　　　　　円）　
　　 ❷ □ 応募用紙　　　　　 200円 × （　　　　）  枚   ＝ （　　　　　　　円）　（税込、送料サービス、切手可）

 注： 「第2ステップ」参加費は、「応募用紙」を提出するときにお願いします。

　　 ❸ □ アイデアチケット　 　 10,000円 × （　　　　）  枚   ＝ （　　　　　　　円）※発明学会 会員限定 購入可　※アイデアチケットは切手での購入不可
合計　　　　　　　　円

キリトリセン（ていねいな字でご記入お願いします。）

アイカ㈱／㈱アイドウ／㈱アイナック／アイセン工業㈱／㈱アイトック／アーネスト㈱／㈱葵プラスチック工業／アク
ティ大門屋㈱／㈱アサヒ／旭電機化成㈱／㈱アテナメール商会／㈱アロックス／㈲アンリミット・ジャパン／イカリ消毒
㈱／イタックスジャパン㈱／㈱井上鉄工所／㈱イモタニ／㈱エイト／㈱エコ・ジャパン／M・K研究所／㈱エム・ケイプ／
㈱オーシマ／太田金属㈱／㈱オフィス・カズ／㈲オリコー社／花王㈱／家庭化学工業㈱／㈱カネコ／㈱カワキタ／㈱カ
ワグチ／河口㈱／㈱川崎合成樹脂／共栄プラスチック㈱／㈱クラレ／クリタック㈱／呉羽化学工業㈱／クロバー㈱／公
大㈱／小久保工業所／コグレ産業／後藤／㈱ささき／狭山精密工業㈱／㈱サワフジ／㈱サン・プランニングセンター／
サンスター文具㈱／賛同工業㈱／㈱三陽プレシジョン／三洋薬品工業㈱／三和化研工業㈱／㈱三和コーポレーション／
㈲ジ・ジ／下村工業㈱／㈱昭洋精機／昭和機器工業㈱／㈱新飯田製作所／新富エバーナー㈱／信濃化学工業㈱／㈱正
和／㈱スーパーイオン／星硝㈱／セーラアクト㈱／㈲須川商会／積水樹脂㈱／㈱創造力開発センター／㈲ソング／㈱
タナカ技工／田中文金属㈱／㈱ダイイチ／㈱ダイセルクラフト／大東商事／㈱ダイヤコーポレーション／大洋化学㈱／
㈱泰誠／㈱台和／立花容器㈱／㈱夕ニサケ／㈱タフコ／タマパック㈱／㈱ティー・シー・シー／燕物産㈱／㈱電気工事西
川組／㈱トキワ工業／㈲トップシーズ／㈱トッププロダクツ／西桂町商工会工業部会／日動工業㈱／㈱日曜発明ギャラ
リー／ニチレイマグネット㈱／日伸産業㈱／日生印刷㈱／日本印刷㈱／日本グリーンバックス㈱／日本経営合理化協会
／日本製箔㈱／日本ヒーター機器㈱／㈱日本法令／㈱ノムラテック／㈱白元／㈱八六（ハロー）／㈱パリュール・ジャポン
／バンドープラスチック工業㈱／ヒロセ電子システム㈱／㈱フジコーポレーション／㈱プレイス／㈱フリーダム／㈱プ
ロパティ／㈱ぶんぶく／ぺんてる㈱／松本工具研／マルイ製陶所／丸栄コンクリート工業㈱／㈱水野／ミツカワ精機㈱
／㈱宮崎製作所／メイジ㈱／持田商工㈱／ユニファースト㈱／㈱ヨシカワ／ローヤル化成㈱／ワーク・ワークス㈱　他

身近なヒント発明展®応募セット（応募用紙）申込書

応
募
方
法

発明商品化のために協賛した数々の企業（50音順） 1,000円お得！郵送できる金券
～応募費用は『アイデアチケット』をご利用ください！

　　第1ステップ　応募セット〔応募用紙〕を請求
所定の応募用紙をお求めください。
① 「応募用紙 5枚」と「応募用紙の書き方 1枚」1セットを1,000円（税込、送料
サービス、切手可）で配付します。
② 追加で応募用紙が必要なときは、1枚 200円（税込、送料サービス、切手可）。
応募用紙を請求するのに必要な代金（代金相当分の切手可）と下記申込書を
同封してお申込みください。

　　第2ステップ　〔応募用紙〕に参加費を添えて応募
「応募用紙（1件に付き）」提出時に、次の「参加費」が必要です。
　会　員 2,000円（税込）
　非会員 3,000円（税込）・学生 1,000円（税込）

●「参加費」の送金方法など、詳しくは「応募用紙」をご覧ください。
●発明学会の会員は、1,000円お得な、アイデアチケットがご利用いただけます。

※該当する項目に、印をつけてください。　※このお申込みにもとづく個人情報は、この「身近なヒント発明展」運営の目的のみに使用します。

■応募セット〔応募用紙〕請求先
〒162-0055 
東京都新宿区余丁町7番1号　発明学会ビル
一般社団法人 発明学会
「身近なヒント発明展」応募請求係
TEL（03）5366-8811（代）　FAX（03）5366-8495

下記申込み書でご購入頂けます！

1,
～応会員限定

●現金は郵送できない…
●為替などは手数料が高い…
●平日、郵便局窓口に行けない…

〈価格〉
10,000円（税込）
1シート（11枚つづり）

こんな悩みを一挙解決！

■応募に際しての権利対策と応募作品の権利
・ 特許などの出願、未出願を問わず、本発明展に応募できます。
・ 試作品が無くても応募は可能です。一次審査に合格後は、試作品を作り、会場
展示が必要となります。
・一次審査は、本発明展の協賛企業のみが参加し、非公開で実施されます。
・ 一次審査は、権利化や出願の有無にかかわらず、応募用紙に書かれた説明図
（又は試作品の写真）について、「商品需要（ニーズ）、試作品の完成度（発明の効
果）、量産性（製造コスト）」などの観点から、総合的に審査されます。
・ 一次審査に合格し、二次審査となる、不特定多数の一般参加者が来場する発明
展での展示に進む際は、出願をおすすめ致します。
・ 企業に採用され商品化された場合、特許や意匠などの権利は、発明者本人のも
のとなります。又、権利を譲渡する契約も可能です。
・特許などの権利対策は、応募者側の責任で行ってください。
・ 発明学会の会員は、無料発明相談で出願書類の添削を受けることができます。
自分で出願書類を作成すれば、出願料実費（14,000円）で出願が可能です。
・ ご自身で出願書類が書けない方、試作品が作れない方は、発明学会と提携する
弁理士や試作業者のご紹介も可能です。

■注意事項
・一度入金された費用の返金はできません。
・提出された応募用紙の差し替えはできません。
・ 提出された応募用紙の返却はできません。応募の際は、応募用紙のコピーを
取って、手元に控えを残し、管理してください。
・ 応募用紙を送付する際「書類・写真の添付」「試作品の送付」「用紙裏面への貼り
付け」はできません。
・審査結果や、その理由などについてのお問い合せはご遠慮ください。
・ 締切を過ぎて応募された作品は、次回発明展への応募作品として受付が繰り
越されます。
・審査結果は、協賛企業によるものです。
・ 「身近なヒント発明展」専用の応募用紙でご参加ください。


