
coolbit Kidsフラップ帽子(Cap & Hat)は、特殊なUV
遮蔽性による紫外線対策と、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。ⒸKOBAYA JAPAN 2016
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表布

定価  3,200円 （税込3,520円）
クールビット・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）
＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

冷える効果・一目瞭然！ 10℃以上

使用無 使用有 coolbit®　　　       クールビットの
帽子を水に浸し、軽く絞り
着用。10分後、後頭部の
表面温度を測定。
運動神経を司る後頭部を
直射日光から守っている
様子が分かります。

⑥オールシーズン対応
　夏はひんや～り！
　冬はフラップで
　防風対策ができ暖かい！

①高いUVカット性能素材
          （UV遮蔽率98％以上）
裏生地に、紫外線に対し、優れた遮蔽率を発揮する
特殊加工生地を採用　

②冷える機能付き
気化熱で冷える高吸水繊維を
フラップの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！
冷たさはナチュラルな冷え心地で安心！

③形が戻るソフト芯のツバ
広くて柔らかく形状再現性のある
ソフトウレタンフォーム
肌あたりの優しさと安全性に
　　　　　　こだわりました。
　　　　　　　お洗濯もカンタン！

左右にあご紐通し用ループ付き

フック掛けに便利なループ付き

少し高いけど、とても満足！
普通の園児用の日よけ帽子よりも、つばも大きめ日よけ布も大きめで頬までしっかり隠れます。
日差しがきつい時でも顔には影ができて、日よけが暑そうなことより、紫外線を避けられるメリットを感じます。
普通の園児用のものより、価格は少し高めですが、質は価格に見合う分いいと思います。

●お客様からのレビュー
大満足です！
こういうのがなかなか近所で手に入らないので、ここで見つかって良かったです。　丈夫だし何より日よけになります。
子供も嫌がらずにかぶってくれます。　頭にフィットするので風が吹いて飛ばされているのは見た事がありません。

帽子をかぶるのが嫌いな息子ですが、子供は正直なもので、猛暑の日はこの帽子はかぶっています。
子供が愛用！

「熊谷市の暑さ対策プロジェクト」に採用されました

冷える帽子 coolbit®の使い方
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 3かぶるだけ！

暑さ対策では日本一と言われる

熊谷市の3歳児全員に3年連続

クールビット・フラップ帽子が配られました。

熊谷市のマスコットキャラクター

「ニャオざね」のワッペン付きで

「暑さに負けず元気に遊んでほしい！」

という「熊谷市暑さ対策プロジェクト」からの

願いがこめられています。 熊谷市の子供たち
全国TVネットで報道

SAX
（サックス）

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット

パットサイズ
5cm×14cm

UV 冷える機能付き+プラ
ス

紫外線を98%以上カットする
高機能素材だから!

紫外線を98%以上カットする
高機能素材だから!

UV 冷える機能付き+プラ
ス

coolbitだから、こだわりの６つの特長クールビット

ⒸKOBAYA JAPAN 日曜発明ギャラリー 2016

携帯で！

BLE
（ブルー）

RED
（赤）

PNK
（ピンク）

KHK
（カーキ）

YEL
（黄色）

WHT
（ホワイト）

ORG
（オレンジ）

ツバ長さ

77cm

(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98%以上98%以上98%以上

coolbitⓇ

クールビット・UVフラップ帽子
UV対策＋冷却機能付きKID’Sカラー帽子

こどもこそ！！ coolbit®

長めのツバと幅広フラップで有害紫外線からしっかりガード、子供たちを守る！

猛暑では猛暑では猛暑では
水でクールダウン水でクールダウン

⑤サイズはフリーフィット
　　52～58cm　
およそ3～10才くらいまでの
サイズに対応しています
髪の毛を結った女の子でも
すっぽりとラクにかぶれるように
帽体の布幅のゆとりや
フィット感にこだわりました

他にない高機能素材が特長！

近ごろは強い紫外線も、暑さも心配..
特に肌の弱い子供たちのために！

④幅広の日よけフラップ
頬から首筋を広く覆う長めの日よけと
長めのツバでしっかりUVガード
かわいいほっぺを日ざし
から守ります

日よけ
フラップ長さ

1616cm

クールビット

coolbit UVフラップ帽子の
                         キャップタイプ
coolbit UVフラップ帽子の
                         キャップタイプ
coolbit UVフラップ帽子の
                         キャップタイプ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db


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

（（（
定価  3,500円 
           （税込3,850円）
クールビット・UVフラップ帽子（ハット）
品　番　WR-HT-901S - カラー
サイズ　フリーサイズ（54 ～ 58cmのゴムフィット）

カラー　BLU , PNK , SKY , WHT , ( 限定色 YEL , BLK , BEG , KHK)

＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

BLU
（ブルー）

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット

パットサイズ 5cm×14cm

UV赤白帽子ショートタイプ

＊気化熱で冷える日よけフラップは取り外しできません

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)

素　材　ポリエステル

定価1,400円（税別）
クールビット・UV赤白帽子
品　番　WR-01- サイズ
サイズ　S (50 ～ 54cm),M (52 ～ 56cm)

                 L  (54 ～ 58cm)

素　材　ポリエステル 45% 綿 35%
＊気化熱で冷える日よけフラップは
　取り外しできません

PNK（ピンク）

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット

日よけ
フラップ長さ

13cm

ツバ長さ

6.56.5cm

coolbit®

ツバ長さ

5cm

日よけ
フラップ長さ

12.5cm

ツ
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フラッ
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ヘルメットにすぐに取り付けられる
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高吸水繊維組込み
冷えるポイント
coolbit®パット

保育園・幼稚園では日よけ付き帽子だったけど
通学する学校の体育帽子に、UV仕様の日よけがついていない！  
                                                                                                    と、ご心配の方にオススメ！

ツバ長さ

7cm

日よけ
フラップ長さ

1616cm

UV遮蔽99%以上、他にはない冷却構造付き紅白帽子
　　　　　                      熱中症対策に最適なスクールアイテムです！

UVカット素材 & 冷える熱中症対策機能付き

クールビット

coolbit UVフラップ帽子のハットタイプcoolbit coolbit UVフラップ帽子のハットタイプ

ヘルメットや帽子に簡単に取り付けられる
　　　　　　　　　　　　子ども用多機能日よけタレ

UV 冷える機能付き+プラ
ス

クールビットcoolbit だけのcoolbit だけのcoolbit だけの

日ざしをしっかりガード！

洗濯
OK!

洗濯
OK!

ⒸKOBAYA JAPAN 日曜発明ギャラリー　国内特許、意匠取得、商標登録済

卸会社・販売店様はこちらに名刺をお貼り下さい

UV 冷える機能付き+プラ
ス

水の気化熱で冷やす
長めのフラップを
水に浸すだけ！

紫外線を98%以上
カットする生地で
作りました！

検 索冷える帽子クールビット

〒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

★ 日曜発明ギャラリー株式会社

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®

UV 冷える機能付き+プラ
ス

繰り
返し

使え
る

携帯で！

携帯で！

高吸水繊維組込み

冷えるポイント
coolbit®パット
パットサイズ 
5cm×14cm

企画・販売

冷える機能付き

SKY
（スカイ）

PNK
（ピンク）

WHT
（ホワイト）

ORG
（オレンジ）

パパッ

13cm
ププ

WHT
（ホワイト）ト）

7cmの大きなツバで顔にあたる日ざしをしっかりガードします

後ろ首筋まで覆う長さ16cmの日よけフラップ

気化熱で冷える高吸水繊維をフラップの内部に組み込みました
フラップを水にぬらし、軽く絞ってかぶれば、気化熱の冷却効果で冷えます

園、学校での学童運動用の赤（表）白（裏）のリバーシブル帽子

冷たさはナチュラルな冷え心地で安心です

左右にあご紐通し用ループ付き

フック掛けに便利なループ付き

(財)ボーケン品質評価機構
大阪事業所試験結果

(財)ボーケン品質評価機構
大阪事業所試験結果

UV遮蔽率9９%以上9９ %以上9９%以上

定価2,500円（税別）
クールビット メットカバーキッズ
品　番　CBMC-KID- カラー
サイズ　約 46 x 23 x 0.4 cm / 約 40g

素　材　表面 / 綿 50%ポリエステル 50%

　　　　裏面 / 抗菌防臭 高機能繊維
フラップ内部に高吸水繊維を組込みました

クールビット・UV紅白帽ロングタイプ

クールビット・UVフラップ帽子（ハット）

UV遮蔽率98%以上98 %以上98%以上

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db
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