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冷える帽子 クールビットの 

アイデアのきっかけは？ 

 

今から１０年程前の夏の日、 

 

全てはこの「きっかけへのこだわ
り」から始まった！ 



朝のラッシュ時の駅の階段付近の風景（静岡駅） 

いつも思うのだけど、 

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！？ 

 

 

そうすれば、後ろからでも、誰だか分かり易く 

便利だと思うけど！？？ 

 

 

「きっかけにこだわる」を大切に 



「これどうでしょうか？」 

発明相談員； 

「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。 

返事を待つ、毎日ポストを見ることが 

ワクワクした！ 

 

 

発明相談に行った！ 

その時出願した
【意匠図】 

結局全て、不採用だった！ 

20件ほど回
答が来た！ 

識者の意見を聞き、相談せよ 



 
 

犬の「おしっこシート」を帽子に付けた。 
 

手造りで試作した。 
 

アウトドアで試してみた！ 
 
 
 

 ① 何か機能を付けられないだろうか？   

何か、冷えるものは 

ないだろうか？ 

 ② 夏のサッカー観戦で熱中症に成りかけた。    

犬のおしっこシート 

裏側がヒンヤリする！ 

知識や体験とヒラメキ
を組み合わせる 



有頂天になって、急いで、 

【特許“ずきん”を作成、申請した】 

テニス仲間にモニターになってもらった。 

もう一度発明相談に行った、 
 

「特許を出したら、面白い、売り込み先を、 
 

紹介してあげましょう！」 
    

犬のおしっこシートを裏に組み込んで 
 

色々試作した、内職の主婦に縫製を頼んだ 
 

３枚で1万円でお願いした。 

クールビット試作第1号 

「出来るかも知れない！」にチャレンジせよ 



 
 

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て、 

販売ページを掲載した。 

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！ 

約2000枚も！ 

暑さ対策で困ってい
る人が沢山いる！！ 

と信念を持った。 

（1998年） 

今見えていない市場ニーズを 

つかめ 



 

「これ、売れるんだ！」 
 

１個３０００円で作って、２０００円で売った。 

地方にいて、インターネットでモノが売れる！！（1998年ごろ） 

 

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」 
 

 

自分でお客様へ売ってみよ 

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。 
 



  商品化の為に、キーパーツに新素材を使おう！ 

  その新素材は、大手繊維メーカの商品だった。 

 

  メーカの営業は相手にしてくれなかった。 

 
特許を調べて、新素材の開発者に面会した。 

 

  冷えるズキンの特許の熱い思いを話した。 

 

洗濯し、繰り返し使える、新素材、高吸水繊維（ポリアクリル酸ナトリウ
ム塩高分子含有直紡繊維）が使えることになった。 

意識して新素材、新技術を組み込む 



「東京浅草橋の帽子屋ですけど、、、」 

ある日、ホームページにメールが来た！ 

営業、宣伝手段を作る、持とう 



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！ 

契約は信頼とＷＩＮ，ＷＩＮの精神で 



「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？」 

 

卸会社からの電話だった！ 

顧客ニーズに敏感になれ 

 （客の不満を聞きもらすな！） 



クールビット・ビルダー 

 

   【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」 

「この商品を仕入れたい」 有名な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 

後日特許が登録になった 

特許は不服審判でも取得せよ 

http://www.k5.dion.ne.jp/%7Ecoolit/patent/patent.html


発明の会合で知り合った人から 

   「良い人を紹介しましょう」 

 

月1回、延べ30回の企画ミーテイングが行われた 

出会いの機会を積極的に求めよ 

彼は、日本で一番大きな帽子メーカの企画マンだった。 

 

彼（Ｓ氏）が言った、 

「帽子と一体にしたものが出来ませんか？」 



帽子ならではの特徴を持たせたかったーー＞冷える位置が変わる帽子 

 

 

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。 後日、米国特許が成立 

同一新素材と分野に集中する 



協業者が、次々と新しいデザインで 

    商品化していった。 

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。 

2015年7月に、暑さ対策として埼玉県某市の 

3歳児全員に配布予定 

協業で発明者が商品企画に参加を 

ニュース 
熱中症に
注意しま
しょう！ 

夏のＴＶ天気予報 

http://www1.neweb.ne.jp/wa/kobaya/cbbaisil/cbspcp84_img/CBSPCP84_TITAN_2_2.jpg
http://www.k5.dion.ne.jp/~coolit/wrcm703/wrcm703.html


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！！ 

ポケットの中のハンカチは汗でベトベトだ！！ 

 

 

汗を吸い取って、首筋も冷えるお
しゃれなハンカチか、手ぬぐいが
ほしい！！ 

同一分野の新市場を自ら創作しよう 



ハンカチに新素材・吸水繊維の取り付け構造で特許を申請 
 
 
 

 
 
 

           
 

発明仲間が「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】 
 
 

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。 

 
 

後日、特許第409685号となった 



クールビズが広まり始めた 

温暖化による熱中症が社会問題化 

①クールビズ用ネッククーラ ②汗取タップリ吸収ハンカチ 

③冷えるバンダナ ④ヒンヤリヘッドバンド 

 4通りに使えるクールビットクールハンカチを商品化 

時局の追い風を掴もう 

例；熱中症に注意しましょう 



人気キャラクターとのコラボ商品化 新機能とキャラクター
を組み合わせたら？ 



「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、、、」 
 

ある女性がつぶやいた。 

“必要・ニーズ”への感度を磨け 



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。 

 

【国際商標を申請、登録した】 

【ＰＣＴ国際出願を行った】 

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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新商品には特許を組み込もう 

http://www1.neweb.ne.jp/wa/kobaya/cool_visor/cool_visor.htm


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、、、 

市場からの声は神の声 



 その主婦の方と会って、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、ＵＶ冷却帽子を広めたい！ 

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。 

2014年10月電子メールが来た、「埼玉県某市の暑さ対策プロジェクトです。 

暑さ対策として、来年夏、市内の３歳児の子供達全員に配付したい！」   

熱中症対策に冷却構造特許「第３９７５４５３号」を組み込んだ 

クールビット・子供用フラップ帽子 

クールビット・紅白帽 

売れる商品はバ
リエーションがで
きる。 

 



2010年、熱中症の救急搬送者が1夏に5万人を突破！ 

 

労働災害が頻発、 

「道路工事で倒れた！」 
「倉庫内の作業で病院へ運ばれた！」  

 

猛暑でも働かなければならない！！ 

 

 

 

ヒンヤリ冷える作業着がほしい！！ 

ニーズの変化に合わせた 

新商品で、市場のステージアップを計れ 



発明名称；装着具 
ＷＥＲＡＢＬＥ ＩＭＰＬＥＭＥＮＴ 

 

①空気は通すが、水は通さない生地 

②吸水材の組み込み 

③水分を均一化させる水路構造 

  （氷が解けた水も含む） 

ＰＣＴ経由 

国内外特許、意匠申請済み 

特許権利のグローバル化を目指そう 

米国（ＵＳＡ）特許への申請書 



2015年新商品 クールビト・アイスポケットベストの商品化 

商品の特徴を最高に表す写真を撮れ 

キャッチコピー、ネーミングを 

何度も練る！ 

 

 

特徴を最高に表す1枚の写真を！ 

 

 

動画（ＹｕｅＴｕｂｅ）を組み込む 

 

 

効果データを記載する 

新商品を認知してもらうために！ 

カタログ作りはとても大切 



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 
  

特許をコレクションにしては
いけない。 



カタログへの表記 

著作権に関する表記を必ず行う。 

権利は誇示しないと価値は無い 



国際知的財産戦略 

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 

優先期間１年間 

各国移行期間３０ヶ月間 

特許登録 

しなかった国 

特許登録 

しなかった国 
 国際社会への提案 
出願者がその世界権利
に一番近い位置にいる。 

Copy right  ©KOBAYA  日曜発明ギャラリー 2008 all right reserved 

著作権を主張、利用せよ 



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、アイス
ポケットベスト 

契約は商品化の
エンジン 



知的財産権の概念 

特許や意匠権等知的財
産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 

ブランドの作り込みを意識しよう 



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＋契約 

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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ブランド作りは財産作り 

製造、販売会社との契約 



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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好循環の輪を作ろう 



 

 

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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自分のアイデア発明は自分で
育て、その過程を楽しもう！ 



アイデアから商品化へのポイント纏め その１ 

 「きっかけにこだわる」を大切に 

  識者の意見を聞き、相談せよ 

  知識や体験とヒラメキを組み合わせる 

 「出来るかも知れない！」にチャレンジせよ 

  今は見えていない市場ニーズをつかめ 

  自分でお客様へ売ってみよ 

  意識して新素材、新技術を組み込む 

  営業、宣伝手段を作る、持とう 

  契約は信頼とＷＩＮ，ＷＩＮの精神で 

  顧客ニーズに敏感になれ(客の不満を聞きもらすな！） 
 特許は不服審判でも取得せよ 

 

 

 



アイデアから商品化へのポイント纏め その２ 

 出会いの機会を積極的に求めよ 

 同一新素材と分野に集中する 

 協業で発明者が商品企画に参加を 

 同一分野の新市場を自ら創作しよう 

 時局の追い風を掴もう(例；熱中症に注意しましょう） 

 新機能とキャラクターを組み合わせたら？ 

 “必要・ニーズ”への感度を磨け 

 新商品には特許を組み込もう 

 市場からの声は神の声 

 売れる商品はバリエーションができる。 
 ニーズの変化に合わせた新商品で、市場のステージアップを計れ 

  
 

 



アイデアから商品化へのポイント纏め その３ 

 特許権利のグローバル化を目指そう 
商品の特徴を最高に表す写真を撮れ 

 特許をコレクションにしてはいけない。 

 権利は誇示しないと価値は無い 

 著作権を主張、利用せよ 

 契約は商品化のエンジン 

 ブランドの作り込みを意識しよう 

 ブランド作りは財産作り 

 好循環の輪を作ろう 

 自分のアイデア発明は自分で育て、その過程を楽しもう！ 

 

 

 



WEB TOP 

 
www.coolbit.jp 

冷える帽子 クールビット 

冷える帽子クールビット公式ホームページ 

2015年6月弊社代表の講演内容； 
 

冷える帽子クールビットの例から 

アイデアから商品化の
ポイント 
（ＰＤＦ ファイルダウンロード） 

ＴＯＰページ左下方のバーナ
をクリック！ 



WWW.COOLBIT.JP 

本商品化に係る関係者の方々に深く感謝いたします。 

 

 有限会社 シンネットワーク 中嶋信一郎氏 

 ヘッドライトフアクトリー    奥山 孝彦氏 

 株式会社 エフシー・モリタ  守田 和広氏 

 岩本株式会社          茂木氏 

 Ｃｏｏｌｂｉｔ ＩＮＴ．ＬＬＣ      Ａｌｅｘ Ａｒａｓａｌａｎｉ氏 

 東京都 平井 工氏（元社団法人発明学会 会長） 
 順不同 その他の方々 


