
全国へネット通販    http://www.coolbit.jp炎天下でも疲れが少ない、後頭部が冷えて「動作キビキビ」と大好評！
高吸水繊維組込み、水に浸して、気化熱で冷える！ 冷える帽子・クールビット

メッシュ素材で風通し抜群！
後頭部もしっかり冷やすオールラウンドタイプ

GRYNVY BEGKHK

GRY
(グレー)

NVY
(ネイビー)

BEG
(ベージュ)

WHT
(ホワイト)

KHK
(カーキ)

男女兼用

後頭部の面ファスナーでサイズ調整できます
男性にも女性にもOK！

ツバに反射テープ付き

BLU
(ブルー)

男女兼用 抗菌防臭

軽量、通気性、涼しさ抜群美しいメタルな光沢が日射・熱射を
　　　　　　　　　　　　　  はねかえす！

運動神経を司る後頭部を冷やし、炎天下でも動作キビキビ！

商品詳細は、コチラから！ 
Yahoo!・Googleで今すぐチェック！

フラップ部に高吸水繊維を組込みました。
取り外して、お洗濯できます！

WHT
(ホワイト)

フラップ長さ
23cm

PNK
(ピンク)

検 索冷える帽子クールビット
coolbit公式ホームページへはコチラから

検 索暑さ対策ドット専門店
楽天：暑さ対策ドット専門店へはコチラから

新商
品

BEG
(ベージュ)

KHK
(カーキ)

ツバの裏側まで 汗どめバンドが
ついています

抗菌・防臭・吸汗速乾の機能性生地です

ダブルメッシュキャップ

UVロング フラップキャップ

チタンキャップ チタンハット

風スルーキャップ

定価 3,500円（税別）

ダブルメッシュキャップ - L

サイズ　L(59cmフリー )

カラー　WHT,KHK,NVY,BEG,GRY

材　質　Wラッセルメッシュ

品　番　CBSPCP82 - 59 - カラー

     定価 3,800円（税別）

ダブルメッシュキャップ - XL

サイズ　XL(61cmフリー )

カラー　WHT,KHK,NVY,BEG,GRY

材　質　Wラッセルメッシュ

品　番　CBSPCP82 - 61 - カラー

定価 3,500円（税別）
UV ロングフラップキャップ

サイズ　58 ～ 60cm

カラー　BLU,PNK,WHT

材　質　ポリエステル

品　番　CBSPCP53 - カラー

定価 3,600円（税別）
風スルーキャップ

サイズ　58 ～ 60cm

カラー　BEG,KHK,BLK

材　質　綿 , チタン xポリエステル

品　番　CBCACP61 - カラー

定価 5,200円（税別）
チタンキャップ

サイズ　M(57cm) , L(59cm)

　　　　LL(61cm)

品　番　CBSPCP84 -TIT

定価 5,500円（税別）
チタンハット

サイズ　M(58cm) , L(60cm)

　　　　LL(62cm)

品　番　7SPHT04 -TIT

61cmが
 新登場！

BLK
(ブラック)

風通し良好！

日本特許４５０１０９２他  米国特許６９６６０７２  中国特許取得済

ソフト
芯

テニスの指導で球出しの時、うつむき加減の同じ姿勢で長時間
炎天下の直射日光にさらされます。クールビット・ダブルメッシュ
キャップを使うようになってから、疲れ方が全然ちがいます。
緩慢になりがちな動作もよくなっている気がします。

疲れ方が全然ちがいます

●お客様からのレビュー

使用前 使用10分後

クールビットシリーズの効果と
使い方がよく分かる動画
（You Tube) をこちらからご覧頂けます

冷える効果・一目瞭然！ 10℃以上

●お客様からのレビュー

涼しいというよりむしろヒンヤリというのが第一印象でした
これを被って約15km走を（約1時間）本当に気持ち良く走れました。 最後までヒンヤリ！

大きいサイズ
  ゆったり かぶれます

新商
品

新商
品

 の使い方coolbit®

水に浸して 絞って ひ
ん
や
り

気
持
ち
い
い

かぶるだけ！

春の紫外線、夏の熱中症対策グッズ！

CAP(キャップ) 帽子CAP(キャップ) 帽子CAP(キャップ) 帽子

日射・熱射をはねかえす！チタン射熱タイプチタン射熱タイプチタン射熱タイプ

ラッピング代 別途100円(税込)　※ご注文時にお申しつけ下さい

夏に向けたギフトとしても喜んで頂けます

父の日
母の日

お贈り
物に

春から夏の贈り物
として喜ばれています！

ラッピング承りますラッピング承りますラッピング承ります

０１２０－３３１－４１７
よ い な

ご注文は お電話 ＦＡＸ インターネットでも でも からも承ります。

お問い合わせは：株式会社日曜発明ギャラリー  まで 

フラップ部に高吸水繊維を組込みました。取り外して、お洗濯できます。

サイズ
豊富

サイズ
豊富

フリーダイヤル通話無料 ( 受付時間：平日９時～１７時まで )
携帯電話からも通話無料です。上記電話番号がご利用できないお客様は
０５４－６２５－０８３９ ( 通話有料 ) へお掛け下さい

える帽
子

ええるええるるえ
子る 子帽子

冷える
帽子

冷 ®coolbitcoolbitcoolbitcoolbit



◆後頭部と頭頂部を高吸水繊維でしっかり冷やします

BLK（ブラック）

アイスアイスインイン

ビルダービルダー ・ ICIC E i n
氷

GRY（グレイ）

for ヘルメット作業者向け
　後頭部をほどよく冷却できます

炎天下で後頭部を“ 冷やす ”                   のcoolbitⓇ
クールビット

ロングラン定番品・使い勝手が良いスタンダードな冷えるヘルメットインナー

氷を入れられるポケット付き！
氷水の清涼感で涼しさますますアップ！

◆光反射遮熱生地が熱射を遮断！より涼しく！
◆裏面中央にヘルメット固定バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付くワンタッチクリップ付き
◆帽子にも簡単に取り付けOK！

水の気化熱で冷やすタイプ

後頭部の冷却と日よけ機能がついた冷えるヘルメットカバー

定価 2,500円（税別）
ビルダー V

寸　法　約 260 x 160 x 8mm・60g

カラー　GRY( グレー )、NVY( ネイビー )

材　質　ポリエステル

品　番　CBBV - カラー

定価 2,000円（税別）
ビルダーⅡ

寸　法　約 260 x 160 x 8mm・50g

カラー　GRY( グレー )、NVY( ネイビー )

　　　　BLK( 黒 )

材　質　ポリエステル

品　番　CBBⅡ - カラー 定価 2,500円（税別）
ビルダー・アイスイン

寸　法　約 260 x 160 x 10mm・40g)

材　質　ポリエステル

品　番　CBB - ICE -  シルバー

定価 2,500円（税別）
メットカバー CXS

寸　法　約 460 x 230 x 4mm・40g)

材　質　銀色蒸着ポリエステル

裏面には抗菌防臭高機能繊維を採用

品　番　CBMC - CXS 

coolbitを、水に１分程度
浸透させます。

軽く絞ってから、ヘルメットの下に着用。
後頭部が気化熱で数時間涼しく
                            暑さに負けない。

洗濯OK！ フリーサイズ 取付け簡単！

水の気化熱で冷やすタイプ

水の気化熱で冷やすタイプ

国内初!特許取得

猛暑対策に！猛暑対策に！

◆裏面中央にヘルメット固定バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付く
　ワンタッチクリップ

後頭部の冷却だけに特化した低コスト簡易タイプ

coolbit®メットパットSS

　　定価 1,500円（税別）
メットパット SS

寸　法　約 220 x 160 x 4mm・30g)

材　質　表面：ポリエステル

　　　　裏面：抗菌防臭高機能繊維

品　番　CBMP - SS( シルバー )

水の気化熱で冷やすタイプ

大切な後頭部を直射熱からしっかり守る！

水

氷

◆裏面中央にヘルメット固定バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付くワンタッチクリップ付き

アイスアイスインイン

メットカバーメットカバー ・ ICIC E i n
氷を入れるポケット付き冷えるヘルメットカバー

定価 2,950円（税別）
メットカバー・アイスイン

寸　法　約 460 x 240 x 4mm・45g)

材　質　中央部ナイロン 100%

　　　　両側部ポリエステル 100%

品　番　CBMC - ICE( シルバー )

日本特許６００８３０１号他

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

猛暑対策に！猛暑対策に！

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

左図は、夏の屋外で人形に
coolbitを着用させ、実際の
作業に合わせ、移動、ヘルメット
の表面とcoolbitの裏面の
温度の差のグラフです。
後頭部は３時間程度にわたり
冷える効果がみられます。

ヘルメット表面温度

coolbit裏面温度

ヘルメットへの取り付け方法

ヘルメットに取りつけるタイプヘルメットに取りつけるタイプヘルメットに取りつけるタイプ

洗濯OK！ フリーサイズ頭にかぶるタイプ頭にかぶるタイプ頭にかぶるタイプ

クリップを折り曲げて
口を開きバンドに挟む！

高吸水繊維組み込み部

着
脱
テ
ー
プ
バ
ン
ド

売れて
   ます！

業務用シリー
ズ累計

販売

５０万枚突
破 !

◆銀イオンの作用で、抗菌、防臭、帯電を防止します
◆後頭部と頭頂部を高吸水繊維でしっかり冷やします

NVY（ネイビー）

清潔感アップ！純銀の糸「ミューファン」を
 メッシュ部分に組込みました！ 

GRY（グレー）

NVY（ネイビー）



coolbitⓇ
クールビット

業務用・工事用シリーズ

2017～ 2018 collection

冷水で！冷水で！冷水で！

保冷剤で！保冷剤で！保冷剤で！

氷で！氷で！氷で！ 内側はヒンヤリ構造！

使い方等、よく分かる動画
（YouTube）スマートフォンなどで
ご覧いただけます ←このシートが３シート入っています

定価520円（税別）
（別売品）専用保冷剤
品　番　C-TWIN/3PC

アイスポケットベスト 反射テープ反射テープ
付き付き

反射テープ
付き定価 8,000円（税別）

アイスポケットベスト

サイズ　Ｍ：身長 155 ～ 170cm胸囲 70 ～ 90cm

L：身長 165 ～ 180cm胸囲 80 ～ 100cm

XL：身長 175 ～ 185cm胸囲 90 ～ 110cm

品　番　3CL - W3 - サイズ
氷を入れられるポケット付き

日本特許 6008301 米国特許 9271530
中国特許取得済

洗濯OK！

ヘルメットに取り付ける小型送風機

風寒のツボと後ろ首をしっかり冷やす軽量薄型タイプ
クールレジャー
◆首と背中のツボのポケットに保冷剤を入れて冷涼感アップ
◆首と背中のツボの高吸水繊維を水に浸して気化熱で冷やす

定価 2,800円（税別）
クールレジャー

材　質　ポリエステル 100%

専用保冷剤 (C-TWIN)4 個、

　　　　　(C-FIVE)8 個付属

品　番　HCN - CL

フリーサイズ

保冷剤付き

表側は
　防水仕様
表側は
　防水仕様
表側は
　防水仕様

熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！

◆アルミ蒸着シート
　の保水ポケットで
　保冷効果アップ！

◆表面の上下に分かれた保水ポケットには保冷剤を、
　裏面の高吸水繊維を組込んだ保水部分には水を浸して
　背中を冷やします
◆肩ベルトはゴムバンドで、らくらくフィット！サイズ調整可能　

風寒のツボをしっかり冷やす低コスト簡易タイプ
冷袋（つめたい）

定価 3,000円（税別）
冷袋（つめたい）

サイズ　ﾌﾘｰｻｲｽﾞ( 肩ﾍﾞﾙﾄで調整可能 )

材　質　表側：ナイロン 100%

　　　　裏側：ポリエステル 100%

専用保冷剤 (C-TWIN)2 個付属

品　番　4CL - CB1

フリーサイズ保冷剤付き

高吸水繊維内蔵の保水パック
高吸水繊維を
内蔵し、気化熱
の働きを助長す
る仕組みを組み
込んだ保水パッ
クと保冷剤との
併用で涼しさ
倍増！

◆背中には、保冷剤と保水パックを入れるポケット付き
◆両脇には、保水が出来き、保冷剤が入るポケット付き
◆ストレッチ素材のベルトで、脇にほどよくフィットし冷却します

反射テープ反射テープ
付き付き

反射テープ
付き

定価 5,000円（税別）
冷タスキ（つめたすき）

サイズ　Ｍ：胸囲 75～ 95cm　L：胸囲 85～ 105cm

材　質　ポリエステル 100%

保水パック 1個、専用保冷剤 (C-FIVE)8 個付属

品　番　CBCX - 08 - サイズ

冷タスキ 保冷剤付き

背中と脇を直接冷やす！フィット感も抜群！

◆作業の邪魔にならない後部取付型
◆ヘルメットの内部に送風するので清涼・爽快！ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます
◆送風機と電池ケースが一体化！煩わしさがないコードレスタイプ
◆どんな工事用ヘルメットにも装着カンタン！使わないときは簡単に取り外せます

定価 7,600円（税別）
ヘルメット送風機 ヘルクール
品　番　KD - 50J
サイズ　112 x 96 x 60mm・約 165g( 電池込 )

材　質　ABS 樹脂

DS ブラシレスブロワー、稼働時間約 8時間

風速約 4m、電源単三乾電池 2本 ( 別売 )

業界初単３電池２本で

約８時間作動！
単３電池２本で

約８時間作動！

定価 14,000円（税別）
ヘルメット送風機 
スーパーヘルクール
品　番　N16-26
サイズ　70 x 96 x 60mm

　　　　約 87g( 本体のみ )

材　質　ABS 樹脂

稼働時間　7.2V 約 8 時間

風　速　　7.2V 約 5.3m/s

ヘルメット送風機 
スーパーヘルクール

電源は充電式バッテリー分離型でポケットへ！

満充電バッテリーで

約８時間作動！
満充電バッテリーで

約８時間作動！
業界初

◆溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着可能
◆起動させることで内部温度が１℃、湿度が28%もマイナスに！
◆サイズを小さくし、軽量化に成功！

付属品

ケーブル 充電器 バッテリー

ヘルメット送風機 
ヘルクール 電源は単三乾電池２本の送風機一体型新商

品

新商
品

ウエアタイプウエアタイプウエアタイプ

ヘルメットに送風するタイプヘルメットに送風するタイプヘルメットに送風するタイプ

作業着などの内側にも外側にも着用できます。炎天下の作業から、夏のレジャーにも！

冷える効果10度以上
水だけを使った時は...

横首(頸動脈)部に
氷を挿入すると

数時間に渡り冷える効果が
持続します

氷を使った時は...

取付
け簡
単

洗濯
OK

氷対
応

実用新案、意匠登録済

氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

定価 2,800円（税別）
ビルダー K

寸　法　約 300x280x10mm , 60g

材　質　ポリエステル 100%

品　番　CBBK-GRY( グレー )
®coolbit

頭頂部・後頭部・横首筋(頸動脈)の3か所を冷やす！
横首筋(頸動脈)ベルトに氷を入れられる高吸水繊維のポケット付き！KKK

自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！

夏日は...

猛暑日は...

氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！

新商
品 頸動脈を冷やすタイプも登場！

その日の暑さや好みの冷却感にあわせて
３つの使い方（①冷水で②氷で③冷却剤で）が選べるひんやりベスト



顔をスッポリ覆うコットンハット

どこにでもある水の自然の力「気化熱」を利用した自然な冷涼感が自慢です

広めのツバで日差しをしっかりガード！

GRY
(グレー)

BEG
(ベージュ)

NVY
(ネイビー)

KHK
(カーキ)

BLK
(黒)

BEG(ベージュ)

GRYNVYBEG
KHKBEG BLK

ツバの縁に
ワイヤー入り

ツバの縁にワイヤーが入っています
お好みの角度にツバを調整できます

使い方使い方使い方

ツバを水に浸す
ツバを外側に
湾曲させて絞る

元に戻して被る

お顔の回りに気化熱冷却で、汗・テカリ・
　　　　　　　　　　　　　お化粧崩れを防ぐ！

WHT
(白)

NVY
(ネイビー)

ツバ部に高吸水繊維を
組込みました。

ROS
(ピンク)

NVY
(ネイビー)

新商
品

疲労回復に！塩分とぶどう糖を補給アウトドア・スポーツ時の
　クールダウンに！
熱中症や打ち身・
　熱冷ましなどの対策に

携帯タイプ携帯タイプ携帯タイプ

UVナチュラルハット

バイザーキャップ

ツバの部分へ冷却構造を内蔵！

クールバイザー

定価 4,300円（税別）

サイズ　57.5 ～ 59.5cmフリー

カラー　BEG,NVY,GRY

品　番　CBSPHT55 - カラー

定価 4,000円（税別）
UV ナチュラルハット

サイズ　57 ～ 59cmフリー

カラー　BEG,BLK,KHK

品　番　CBCAHT31- カラー

定価 3,300円（税別）
バイザーキャップ

サイズ　58 ～ 60cmフリー

カラー　NVY,WHT,ROS

品　番　CLV - CPT1 - カラー

定価 2,500円（税別）
クールバイザー

サイズ　57 ～ 59cmフリー

カラー　NVY,WHT

品　番　CLV - SP25 - カラー

定価 1,900円（税別）
プシュ冷え
品　番　PSVS -056

定価 

2,500円（税別）
塩＋クエン酸入りぶどう糖ラムネ
品　番　KU - BUDO - 200
　　　200 粒入り（個別包装）

プシュ冷え 塩＋クエン酸入りぶどう糖ラムネ

特許４７９３５９号米国中国特許

男女兼用

抗菌防臭

思いのほか涼しい 正直それほど期待はしていませんでしたが、予想外に涼しかったです。
特に自転車に乗って走ると、必ず空気がとおりますので、ひんやり感が強くなります。

●お客様からのレビュー

↑熱中症の実情と、この対策キットの使い方がよく分かる動画
（YouTube）約 3分。スマートフォンなどでご覧いただけます

定価
5,500円（税別）

熱中対策キット

定価 

14,000円（税別）
熱中対策キット
品　番　FAK - S1 ↑セットの付属内容

など詳しくはコチラから

新商
品

ツバ部に高吸水繊維を
組込みました。

WHT
(白)

「いかに短時間」で的確に応急処置ができるかを考え、
スポーツ医学専門医と一緒に作った本格的・熱中対策キット

食べやすいです
飴だとすぐに溶けてしまいますが、ラムネだから
その場所ですぐに食べきれる所が良いです。

●お客様からのレビュー

新商
品

HAT(ハット)帽子HAT(ハット)帽子HAT(ハット)帽子

顔が涼しい？！ クールビット・バイザーCAP(キャップ)顔が涼しい？！ クールビット・バイザーCAP(キャップ)顔が涼しい？！ クールビット・バイザーCAP(キャップ)

ご団体の管理者様向けご団体の管理者様向けご団体の管理者様向け 熱中症による
救急搬送者数は 

ここ10年で5倍に！

これからの熱中症対策は、従来の頭部
冷却だけでなく、上半身全体を涼冷に
調節できる夏の衣服が必要となって
きています
クールビット・アイスポケットシリーズは
今までのクールビットシリーズの開発
ノウハウを生かし、製品化されました
今後、新しい分野としてシリーズ商品化
の予定です

真夏日と猛暑日の増加（10年で
約2倍）にともない、熱中症救急
搬送者数が急増しています

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2000年2002年2004年2006年 2014年2012年2010年2008年

患
者
数（
人
）

男
女

熱中症救急搬送者数（東京都23区　2014年）

東京都23区

（別売品）専用瞬間冷却剤
　(C-RUCK)8 個セット
品　番　FAK-CR8

coolbit®は熱中症予防策の普及啓発活動を応援しています

coolbit®

男女兼用

抗菌防臭

フラップ部に高吸水繊維を組込みました。取り外して、お洗濯できます！

coolbit公式ホームページはコチラから

http://www.coolbit.jp

ワンでもっと快適・もっと便利・もっと安全にワンでもっと快適・もっと便利・もっと安全にワンでもっと快適・もっと便利・もっと安全に
プラスプラス

++

クールビットの効果と使い方が、よく分かる動画(YouTube)をこちらからご覧いただけます

夏のスポーツイベントの暑さ対策に！夏のスポーツイベントの暑さ対策に！



ストライプ
/赤

ペイズリー
/ネイビー

レース /茶花柄 /白

WHT
(ホワイト)

NVY(紺)

SAX(水色)

RED(赤)

GRN(緑)

高吸水繊維を裏面に組込んだバンダナサイズの
クール・ハンカチ

ネッククーラ クールスカーフ

RED(赤)

保冷剤付

定価 1,200円（税別）

ネッククーラ
品　番　HCKNC - カラー
サイズ　約 54 x 54 cm

カラー　WHT,NVY,SAX,RED,GRN

材　質　綿 100%

定価 1,500円（税別）
クールスカーフ
品　番　HCT - SF9 - カラー
サイズ　約 110x 7cm

カラー　ﾁｪｯｸ/ 黒 ,ﾁｪｯｸ/ﾋﾟﾝｸ, 花柄 / 白

　　　　ﾚｰｽ/ 茶 ,ﾍﾟｲｽﾞﾘｰ/ﾈｲﾋﾞｰ,ｽﾄﾗｲﾌﾟ/ 赤

RED

氷も保冷剤も入れられる
ポケット付きUVクールマフラータオル

手ぬぐいバンテーヌ

猛暑対策に！首をアイシング！

NAT（立浪） WNA（冬立浪）

NVY(ペイズリーネイビー)

90cm

32cm

綿 100%の手ぬぐいに高吸水繊維を
　　　　組込んだ新感覚の手ぬぐい

定価1,600円（税別）
サイズ　約 110 x 15cm

カラー　PNK,BEG,SKY,BLU,BLK,KHK

      UV クールマフラータオル
品　番　HCT-SP3- カラー
サイズ　約 110 x 15cm

カラー　PNK,BEG,SKY,BLU,BLK,KHK

    定価 1,500円（税別）
手ぬぐいバンテーヌ ( 冷し処 )

サイズ　約 32 x 90cm

カラー　ﾍﾟｲｽﾞﾘｰﾈｲﾋﾞｰ, 立浪 , 冬立浪

材　質　綿 100%

品　番　HCT- カラー

チェック /ピンクチェック /黒チェック /黒チェック /黒

０１２０－３３１－４１７
よ い な

フリーダイヤル通話無料 ( 受付時間：平日９時～１７時まで )

ご注文は お電話 ＦＡＸ インターネットでも でも からも承ります。
お問い合わせは：株式会社日曜発明ギャラリー  まで 

GRY（グレー）

NVY
（ネイビー）

保水部で首筋を冷やし、タオル部で汗を吸収します！
首元の裏生地は、汗や水分を吸収し瞬時に拡散、
ドライな肌触りをキープする冷感素材

定価 1,900円（税別）
冷タオル
品　番　HCS805 - カラー
サイズ　約 95cm

カラー　GRY,NVY

材　質　綿 , ポリエステル

手軽で使い勝手の良い暑さ対策グッズだと思う
仕事が外だったり、クーラーなしの工場内だったりするので、
つけているのと、つけていないのとでは、全然違う。
すごく汚れちゃうけど、洗濯できるので、またそれがいい。

●お客様からのレビュー

冷タオル
つめ

炎天下での作業やスポーツ・アウトドアに大活躍の冷タオル
つめ

保水部分を
1分程、水に浸す1 軽く絞る2 首に巻く３

綿 100%の
タオル部分

冷タオルの上手な使い方

BLU(ブルー)

BLK(黒)

KHK(カーキ)

PNK(ピンク)

BEG(ベージュ)

SKY(スカイ)

クールビットシリーズは、特許第6008301号他　国内外特許・意匠権多数取得済
©KOBAYA　日曜発明ギャラリー　1999～2017
■企画・販売元　株式会社日曜発明ギャラリー

携帯電話からも通話無料です。上記電話番号がご利用できないお客様は
０５４－６２５－０８３９ ( 通話有料 ) へお掛け下さい

アイスアイスインイン

ロングタオル ・ ICEinグタオル
新商品

定価 2,800円（税別）
後首をアイシング！後首をアイシング

高吸水パ
ット部

抗菌高吸水パ
ット部

抗菌

氷

氷が
入る
！

氷が
入る
！

氷が
入る
！

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

SKY

クールビットの涼感グッズはどれも洗濯機で丸洗いOK！
実用性を重視し清潔に利用できる事にこだわっていますおしゃれな冷涼グッズ for Neckおしゃれな冷涼グッズ for Neckおしゃれな冷涼グッズ for Neck

首元にチタン素材を使い、接触冷感をアップ！
保冷剤を入れるポケット付き
　（専用保冷剤（C-FIVE）3 個付属）
首回りのネックパーツとタオル部分は
　取り外しできます

保冷剤付

GRY（グレー）定価 2,400円（税別）
冷タオル・チタン
品　番　HCS - T4 - カラー
サイズ　約 113 x 18cm

カラー　GRY,NVY

材　質　綿 , チタンｘポリエステル
NVY(ネイビー)

冷タオル・チタン
つめ

汗ふき兼用 冷感グッズ for Neck汗ふき兼用 冷感グッズ for Neck汗ふき兼用 冷感グッズ for Neck

ロングタオルアイスイン
品　番　CBTL1 - ICE - カラー
サイズ　約 110 x 21.5cm

カラー　BLU , SKY

春の紫外線、夏の熱中症対策グッズ！春の紫外線、夏の熱中症対策グッズ！

冷える
帽子

冷える
帽子

冷える
帽子

冷える
帽子

®coolbitcoolbitcoolbitcoolbitcoolbit
〒425-0053静岡県焼津市すみれ台２丁目１１－３
電話：054-625-0839　FAX：054-625-1898

http://www.coolbit.jp

★ 日曜発明ギャラリー株式会社



あご紐通し付き

フック付き

ゆったりゴム

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット

表生地に、汗や水分を吸収し、瞬時に拡散、ドライな肌ざわりを
キープする涼感素材を採用
吸汗、速乾性が高く、ムレにくいため、抗菌防臭性にも優れています

UV紅白帽 メットカバーキッズ
簡単に取り付けられます
子ども用の自転車・通学用ヘルメットや帽子に ! 
表はメッシュ素材、裏は抗菌防臭布で肌触りも柔らか！

⑤冷える機能付き
　気化熱で冷える
　高吸収繊維を内部に
　組み込みました
　水に浸して軽く絞って
　かぶるだけ！

①吸汗性、速乾性に優れた素材
　赤と白のリバーシブル

②形が戻るツバ
　ツバは、広くて柔らかく
　形状再現性のある
　ウレタンフォーム

④高UV遮蔽率裏生地
　頬から首筋を広く覆う
　長めの日よけフラップで
　しっかりUVガード

③園児、小学低学年から
　高学年まで対応
　M(52～56cm)と
　L(54～58cm)の2サイズ
　ゆったりゴム入り

⑥オールシーズンタイプ
　夏はひんや～り！
　冬はフラップで暖かい！

高吸水繊維組込み
パットサイズ 11cm×16cm

冷えるポイント
coolbit®パット

UV・抗菌・防臭加工生地を使った紫外線対策と暑さ対策 紅白帽子の本格派タイプ

定価2,500円（税別）
メットカバーキッズ
品　番　CBMC-KID- カラー
サイズ　約 46 x 23 x 0.4cm 

　　　    / 約 40g

カラー　SKY,YEL,PNK

定価2,500円（税別）
クールビットUV紅白帽
品　番　WR-S701- サイズ
サイズ　M(52 ～ 56cm) / L(54 ～ 58cm)

＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

BLE
（ブルー）

SAX
（サックス）

PNK
（ピンク）

KHK
（カーキ）

冷えるポイント
coolbit®パット

高吸水繊維を
組込みました
水分をたっぷり含んで
気化熱で冷やします

つばは柔らかいソフト芯
かぶり心地よく
洗濯もカンタン！

ソフト
芯

UV 冷える機能付き+プラ
スUVフラップ帽子（ハット）

SKY
( スカイ )

PNK
( ピンク )

ORG
( オレンジ )

WHT
( ホワイト )

定価3,000円（税別）
UV フラップ帽子（ハット）
品　番　WR-HT901- カラー（全 5色）
サイズ　フリーサイズ（54 ～ 58cmのゴムフィット）

カラー　BLE,PNK.SKY,WHT,ORG

＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

（（（

日よけ
フラップ長さ
1313cm 高吸水繊維組込み

パットサイズ 7cm×17cm

冷えるポイント
coolbit®パット

BLE（ブルー）

ツバ幅
6.56.5cm

WHT
（ホワイト）

RED
（赤）

YEL
（黄色）

UVフラップ帽子（キャップ）

裏生地に、紫外線可視光線および赤外線に対し
優れた遮蔽率を発揮する特殊加工生地を採用

ORG
（オレンジ）

ツバ長さ
7cm

（（

高吸水繊維組込み
パットサイズ 5cm×14cm

冷えるポイント
coolbit®パット

日よけ
フラップ長さ
1616cm

ツバ長さ
7cm

日よけ
フラップ長さ
1616cm

およそ 3才からおよそ 3才から
          10 才くらいまで          10 才くらいまで
およそ 3才から
          10 才くらいまで

水の気化熱を利用して運動神経が集中する首筋を優しく
冷やすため、小さなお子様にも安心です   冷却構造 特許第 3975453 号

検 索冷える帽子クールビット

冷える帽子クールビットはこちらのHPでも購入できます

ようこそ！ようこそ！ようこそ！ようこそ！日曜発明ギャラリー SHOP 一覧日曜発明ギャラリー SHOP 一覧日曜発明ギャラリー SHOP 一覧日曜発明ギャラリー SHOP 一覧
お電話での対応は　平日９：00～ 17：00 まで
eメール・Fax・Web からのご注文・お問い合わせは２４時間受付中
お電話での対応は　平日９：00～ 17：00 まで
eメール・Fax・Web からのご注文・お問い合わせは２４時間受付中
お電話での対応は　平日９：00～ 17：00 まで
eメール・Fax・Web からのご注文・お問い合わせは２４時間受付中

作業現場の安全サポート

http:// 安全用品 .jp/

3かぶるだけ！
冷えるポイント
coolbit®パッドに
冷たい水を約1分間
しみ込ませると効果的！

2しぼる1水に浸す

冷える帽子 coolbit®の使い方

他にないこの特徴が大好評！他にないこの特徴が大好評！他にないこの特徴が大好評！他にないこの特徴が大好評！

涼冷素材涼冷素材

UV素材UV素材

定価3,000円（税別）
UV フラップ帽子（キャップ）
品　番　WR-CM703S- カラー（全 8色）
サイズ　フリーサイズ（52 ～ 58cmのゴムフィット）

カラー　ORG,BLE,SAX,PNK.WHT,KHK,RED,YEL

＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

coolbit Kids フラップ帽子(Cap&Hat)は、
特殊なUV遮蔽性による有害紫外線対策と
高吸水繊維の組込みによる防暑対策の　
両方に対応しています。

特に肌の弱い子どもたちのために、
肌の奥の真皮に到達するUVA波
(320～400mm)と、
それより浅い表皮に、広く日焼けの影響を
及ぼすと言われているUVB波(280～
320mm)を強力に遮蔽します。

(財)ボーケン品質評価機構
大阪事業所試験結果

UV遮蔽率UV遮蔽率99%以上99%以上99%以上

SKY（スカイ） YEL（イエロー）

PNK（ピンク）

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット

ヘルメットにすぐに取り付けれる
　　　　　ワンタッチクリップ付き

裏面中央にヘルメット固定用
着脱テープバンド付き

反射テープ付き

ジュニア・キッズ　子供用シリーズジュニア・キッズ　子供用シリーズジュニア・キッズ　子供用シリーズ

クレジットカード&楽天ポイントが使える楽天市場のお店

https://www.rakuten.co.jp/kobaya-coltd/

クールビット オフィシャル
Ｙａｈｏｏ店coolbit®

冷える帽子・クールビット＆厳選・暑さ対策グッズの専門セレクト SHOP

高機能素材だから!高機能素材だから!高機能素材だから!

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kobaya-coltd/

検 索暑さ対策ドット専門店

クールビット公式Webサイト

http://www.coolbit.jp

春の紫外線、夏の熱中症対策グッズ！春の紫外線、夏の熱中症対策グッズ！

冷える
帽子

冷える
帽子

冷える
帽子

冷える
帽子coolbitcoolbitcoolbit®
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