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WEB TOP

www.coolbit.jp
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English Web Page

今から１０年程前の夏の日、
全てはここから始まった！
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なんて、殺風景なんだろう！！

みんな、後ろに自分の顔写真をプリントした

「ヘッドカバー」をつけたら！？面白いのに、

それに、誰だか分かり易く、便利だと思うけど！？？
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「これどうでしょうか？」

「デザインだけですか、

ちょっと物足りないですね。

意匠申請はできますよね、

応援グッズとして売り込んではどう
でしょう？」

早速売り込みの手紙を沢山書いた。

毎日ポストを見るとワクワク！！した。

生まれて初めて【意匠図】を描いた！

発明学会に相談に来た、

【意匠図】
、、、結局全て、不採用だった！

サッカースタンドで熱中症になりかけた。

犬の「おしっこシート」を付けた。

手造り試作品で試してみた
「お父さん、近寄らないで、」家族の眼は冷たかった！

沢山試作した、内職の主婦に縫製を頼んだ

テニス仲間にモニターになってもらった。

もう一度発明学会に相談に来た、

「特許を出したら、面白い、売り込み先を、
わしが紹介してあげよう！」

【特許“ずきん”を自分で書いた】
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プレゼント雑誌に３個プレゼン掲載したら！

インターネットのホームページ作りを勉強した、掲載した。（１９９８年）

【文科省の著作権を登録した】

彼女と一緒にネーミングを考えた

英会話教師にモデルを頼んだ！

【“ｃｏｏｌｂｉｔ”を商標申請をした】

山のような応募
ハガキが全国か
ら来た！

暑さ対策で困ってい
る人が沢山いる！！
と思った、、

電子メールが来た、「これいくらで売ってくれますか？」

３人に売れた！郵便封筒にお金が入っていた。

「これ、売れるんだ！」

１個３０００円で作って、２０００円で売った。

生地屋へ通い、いろんな柄を試作した。

生地の「取り数」というのを覚えた。

部屋が散らかった！、、、「家族はあきらめ顔だった」

新素材を探した、大手メーカの素材だった、メーカの営業
は相手にしてくれなかった。

特許を調べて、新素材の開発者に会って説得した！

「東京浅草橋の帽子屋ですけど、、、」
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クールビット・ウイングクールビット・スポーツ

「３０万円で契約した」

契約書も自分で作った

しかし、期待したほど売れなかった！

ひと夏がすぐ過ぎた

こんな商品が出来上がった！

「建設現場で夏のヘルメットがとても暑い、

ヘルメット用を考えてくれませんか？」
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【意匠を申請した】

猛暑が来た！

建築現場の作業員が熱中症で倒れるのが続出した

「この商品を扱わせてほしい」

「この商品を作らせてほしい」 安全用品メーカだった。

試作して、インターネットに展示した

発明の会合で知り合った人が、「良い人を紹介しましょう」
と言ってくれた。

彼は、日本で一番大きな帽子メーカの企画マンだった。

彼が言った、

「帽子と一体にしたものが出来ませんか？」
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自分で試作した

帽子が沢山あるショールームで打ち合わせた、
「これは売れる！、すぐ契約してほしい！」

冷えるカバーが着脱式、同一面で収納、冷える位置が変わる。

① ② ③

いそいで、【特許「日除け付冷える帽子」を書いた、意匠申請
した。国際特許PCT】も申請した！
メーカのカタログが出来た、著作権記録もした。

これらは全て自分でした。

彼は、次々と商品化
していった。

彼は独立して、海外生産と国内
販路開拓を行った。

子供用クールビットも作られた。

クールビットはシリーズ化した。
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東京の夏の路地はとっても暑い！！
熱風が横から来る！汗が止まらない！！

汗を吸い取って、首筋も冷えるハンカチか手ぬ
ぐいがほしい！！

どうやったら特許になるか考えながら、試作品を自分で作った。
インターネットに展示した

「このアイデア売り込んであげます！」

【ハンカチの特許を書いた】後の、特許第409685号

老舗のハンカチメーカと契約した。
デザインを一緒に考えた。

【意匠を出願した】
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地球温暖化防止センターの「チームマイナス６％事務局」からすごく褒められた。

クールビズが広まり始めた

「炎天下のゴルフで、お化粧崩しないよう
に、顔が冷えるといいのに、、、」

誰かが、言った。
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いろいろ試作をしてたどり着いた形、特許になると直感した！

「是非、製造販売させてほしい！」

「半額出すから国際特許申請をして
ほしい！」

契約した会社は、海外に工場を持ち
始めていた。

【国際商標も自分で申請、登録した】

【ＰＣＴ国際出願を自分で行った】

クールビット・クールバ
イザーがシリーズに加
わった
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電子メールが来た、
「子供たちのために、紫外線と熱中症対策の学童
帽子ができないでしょうか、、、」

熊谷で、子供たちの為に紫外線対策を訴える運動
をしている主婦からだった、、、
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この方と会って、その思いを聞いた。

カタログ風の企画書を見せた、修正が入った、

「これを子供たちの為に普及させたい！」

「環境が厳しくなる子供たちの為に、製造販売できないだろうか？」

紫外線と熱中症対策の独特な学童用フラップ帽子が出来上がった。

電子メールが来た、「東京都xxx区の教育委員会で取り
上げてもらえるように運動してみたいのですが、、、、」

熱中症対策に冷却構造特許「第３９７５４５３号」を組み込んだ

カタログへの表記

著作日付記録は西暦で行う
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I have very Interesting your idea  cool cap, “coolbit”.

How can I get it?

台湾からだった、

NonDiscrojer Contract
【秘密保持契約】
Exclucive Contract
【占有権契約】

英語と日本語を併記して【商標、著作権の使用権を契約】した。
JPRA の研修を受講、自分なりに実践してみた。

500mのビル、ＴＡＩＰＥＩ １０１にて 台湾のWorld Trade Center 事務所にて
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契約

商標

特許

意匠

著作権

クールハンカチ、
ネッククーラ、
バンテーヌ、
冷タオル

ヘッド

カバー

ビルダー

CAP&HAT
クール
バイザー

フラップ帽子、
紅白帽

クール
ベスト

工業所有権 著作権

物、サービス カタログ、説明書、
各種販促物

商品

ブランド

発明権利力＝工業所有権＋著作権

イメージ/企画展開力

品質 売り方

ブランド＝イメージ／企画展開力＋売り方＋品質＋発明権利力
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日本特許証 日本特許証 日本意匠権証 日本意匠権証

米国特許証
中国特許証

韓国特許証 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ特許証

ｃｏｏｌｂｉｔ 各国 特許証

ＷＷＷ 知的財産戦略

特許国内出願

ＰＣＴ国際出願

各国国内移行出願

主要国へは登録 著作権を主張著作権を主張

１年間

３０ヶ月間

登録しなかった国へは登録しなかった国へは 国際社会への提案
出願者が世界権利に一
番近い位置にいる
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知的財産権の概念

特許や意匠権等工業所
有権はブランド構築の要
素ではるが、必須条件で
はない！

商品企画力

市場創作、展開力

創客、増客力

商品力

出展；ＪＰＲＡ 特許事業化アドバイザーハンドブックより抜粋

４軸で考える好循環の輪

ビジョン

アイデアと
商品の魅力

人、出会い

収益

成長と継続
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森

林

木

苗

種

最初は小さな苗だった、これからも多くの
人と知恵への出会いを大切にして、
coolbit  を森に育てたい！

coolbit ®
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