
熱中症計メーカ様へのご提案（当社のスマホアプリと連携）

■日本全国地域の暑さ指数予測データ（環境省
データ）を取り込み、向こう３日先までの
該当地域の最高暑さ指数をスマホで表示します。

全国各地の暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の３日間先
の予測値や天候、最高気温予測等を連動表示！
連携して頂ける熱中症計メーカ様を募集中です！

■ 連絡先；
株式会社 日曜発明ギャラリー
（英文社名；KOBAYA Co Ltd ）
担当 小林 （山田）
電話；＋81-54-625-0839
FAX ;+81-54-625-1898

E-mail; kobaya@kobaya-co.jp
http://www.kobaya-co.jp

■気象予測データについて
このスマホアプリ、ＷaＨＭＡ（ワーマ）は、気象庁の
全国観測地点の抜粋データと、民間気象予報会社の週間
気象データを受信して、７２時間後までの暑さ指数値
（ＷＢＧＴ値）と、７日後までの最高、最低気温、天候
予測を表示します。

■将来のアプリ展開について
このアプリＷaＨＭＡ（ワーマ）は、将来、ユーザ個
人の作業、運動負荷状況、体調状況を入力でき、ＡＩ学
習法により個人別の
熱中症対策提案ができる様に改良していく予定です。

■熱中症メーカ様へ；
この提案にご興味頂き、当社と連携させていただけるこ
とを願っています。
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暑さ指数予測
×熱中症対策

★当社のアプリがインター
ネットの気象予測データから、
地域の今日、明日、明後日の熱
中症警報を予測表示！

ＷａＨＭＡ
Weather and Health 
Mobile Applications

®

Ｑ；費用がかかるの？
Ａ；御社は３つのコースが選べます。
①無料コース；当社は熱中症対策の冷却グッズ

メーカです。当社の宣伝バナーが入ります。
②少額有料コース；御社指定ページへリンクする
御社のバナーと当社の宣伝バナーが混在します。

③完全有料コース；御社専用のアプリとして、御社の
指定ページへリンクするバナーのみを表示します

熱中症計

取説

明日、明後日の
暑さ警戒度は？
地域の予測値をスマホ
で表示します。

★御社の熱中症計が現地の今の熱中症警報を表示！

★★両者の連携で、現地の今の実測値と明日、明後日
の予測値で熱中症警戒ができる！画期的な連携！

カードにＱＲコードを
印刷、御社商品に同梱

御社商品の取説やＨＰ
にＱＲコードを表示

■最近の地球温暖化現象により、熱中症の予防、
対策は日本のみならず、世界中で関心がもた
れています。
御社の熱中症計の販売と当社のこのスマホ
アプリを組み合わせて販促強化しませんか？
ご興味頂けたら、下記当社へご連絡ください。

Ｑ；このアプリには特別な知財があるの？
Ａ；はい、このアプリは特許が成立しています。

ＱＲコード等を起点に、気象予測×熱中症等
の健康対策情報を表示関連販促情報を提供する
スマホアプリの当社特許が成立しました。

日本特許；第6793301号 登録成立
世界特許；PCT/JP2020/027960（閲覧リンク）
（世界主要国での特許権が活用可能）

■当社の承諾により、御社でのこの特許権の
許諾使用が可能です。

ワーマ

熱中症計 例；Ａ社品 Ｂ社品 Ｃ社（海外）
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Human body status input function
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Patent summary in English on the next page

Japan Pat.No;6793301 and
World Patent No; PCT/JP2020/027960 (WIPO)

Toyohiro KOBAYASHI

■特許権利期間 ２０４０年８月まで

Patent right period until August 2040

Japanese Government Patent Registration Notification

JAN Code entry OK!

脈拍、体温等
人体検知機能



国際特許の要約部分の英訳

Patent summary in English
Japan Pat.No;6793301 and
World Patent No; PCT/JP2020/027960 (WIPO)

[Summary]
PROBLEM TO BE SOLVED:
To easily know how much a health-related countermeasure product has a 

countermeasure effect level and how much countermeasure can be taken against 
regional weather environment forecast information.
SOLUTION: 
A two-dimensional code 1 incorporating countermeasure effect level information for 
each health-related countermeasure category is attached to a product. Alternatively, it 
has a means for reading the above countermeasure classification. On the other hand, a 
mobile terminal device 2 that automatically inputs the amount of planned activity in 
exercise and work, physical condition, etc., pulse rate, body temperature, etc., and a 
health-related measure information processing device 3 connected to a communication 
network. Also obtains weather information such as temperature, humidity and heat 
index, ultraviolet rays, pollen and PM2.5 scattering ,other air pollution status amount for 
each region from the weather forecast prediction data transmitter 4, generates the 
necessary countermeasure level, compares it with the countermeasure effect level, and 
determines the product. Useful for selection. In addition, failure occurrence prediction 
information generated by a deep learning method and related countermeasure product 
promotion information are obtained from the progress history of the information.


