
 

 

 

PRESS RELEASE  

令和 5 年 1 月 11 日 

株式会社コラントッテ 

  

(株)コラントッテが阪神タイガース・大山悠輔選手（プロ野球）と 

新規契約を締結 

 

 

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、

代表取締役社長：小松 克已）は、阪神タイガース・大山悠輔選手（プロ野球）と新規契約を締結いたしました。 

 

大山悠輔選手はつくば秀英高等学校・白鷗大学を経て、2016 年阪神タイガースからドラフト 1 巡目指名を受け入

団。ルーキーイヤーから 4 番打者を任されるなど期待に応え、2019 年には日本代表にも選出。2022 年シーズンは

3 年連続 20 本以上の本塁打を放ち、通算 100 本塁打を達成するなど、阪神タイガースの主砲として、今後の更な

る活躍が期待されています。 

 

コラントッテは大山選手の野球に対し真摯に向き合い、チームの勝利のために努力し続ける姿に感銘を受け、これ

からもケアを通じてサポートしていくことで、共に飛躍していきたいと今回の契約に至りました。 

 

コラントッテは阪神タイガース・大山悠輔選手を全力で応援し、サポートしてまいります。 

 

 

コラントッテ TAO ネックレス AURA を愛用 
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【大山悠輔選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/yusuke_ohyama 

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete 

 

 

大山 悠輔（おおやま ゆうすけ） 

 

◆生年月日：1994 年 12 月 19 日 

◆出 身 地：茨城県 

◆所   属：阪神タイガース  

 

つくば秀英高等学校・白鷗大学出身 

2016 年 ドラフト会議にて、1 巡目で指名を受け入団  

2017 年 球団新人としては 53 年ぶりとなる 1 軍公式戦で 4 番打者

を任され、第 101 代 4 番打者となる 新人特別賞受賞 

2018 年 日本代表選出 シーズン２桁本塁打達成 

2019 年 規定打席達成 

2020 年 シーズン 28 本塁打・85 打点の活躍 

2021 年 ２年連続 20 本塁打を記録 

2022 年 3 年連続 20 本塁打を記録 プロ通算 100 号を達成 オール

スター選出 

 

阪神タイガースの主砲として、今後の更なる活躍が期待されている 

 

 

大山悠輔選手コメント 

「以前からコラントッテを使っています。磁気ネックレスの種類がとても多く、その時の気分に合わせて

カラーを選んで着用しています。 

僕は野球に対して、細部までこだわりを持ち、真摯に突き詰めていきたいと常に考えています。コラント

ッテの N 極 S 極交互配列やモノ作りへのこだわりを聞いた時に、自分の考えと共通する部分が多いと思

いました。 

これからもコラントッテを着用し、チームの勝利に貢献します。」 

 

 

 

 

https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/yusuke_ohyama
https://www.colantotte.jp/athlete
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大山悠輔選手が愛用しているコラントッテ製品 

 

 

TAO ネックレス AURA【プレミアムゴールド】 

ネックループ全体に 55 ミリテスラの磁石をコラントッテ独自の N 極 S 極交互

配列で 10mm 間隔に配置。磁力が広範囲に働きかけることで首・肩の血行を改

善し、首コリ、肩コリに効く磁気ネックレスです。 

 

「CO」のブランドマークが印象的なトップデザインは「鏡面加工」と「研ぎ出

し七宝」の技術でシャープなコントラストを演出しています。また、トップと

ジョイント部分に 24K プレーティング（24 金仕上）を施しているので、肌に

もやさしく高級感のある仕上がりです。 

 

医療機器認証番号：221AGBZX00065000 

価格：¥24,200（税込） 

 

【製品詳細ページ】 

https://www.colantotte.jp/product/abaph-g 

 

 

TAO ネックレス スリム ARAN mini【シャンパンゴールド】 

菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と

「O」が作り出す幾何学的なデザインが特徴。「鏡面加工」と「研ぎ出し七宝」

の技術で美しいコントラストを演出しています。 

 

3mm 径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm 径の TAO ネッ

クレスと同等の磁力（55 ミリテスラ）を実現。磁力が広範囲に影響し首・肩の

血行を改善、コリを緩和します。 

 

医療機器認証番号：230AGBZX00077000 

価格：¥25,300（税込） 

 

【製品詳細ページ】 

https://www.colantotte.jp/product/abaro-g 

 

https://www.colantotte.jp/product/abaph-g
https://www.colantotte.jp/product/abaro-g


 
PRESS RELEASE  

 

コラントッテ COA ネックレス ZEST 

コラントッテのチェーンネックレスを展開する「COA」シリーズから 3 種のモ

デルが登場。日常のファッションに馴染みやすいデザインで、さりげなく着用

するだけで首・肩の血行を改善、コリを緩和します。 

 

コリのポイントに配置された磁石ホルダーの中には、希土類永久磁石 150 ミリ

テスラ 8 個をコラントッテ独自のＮ極Ｓ極交互配列で配置。 

 

全ての金属パーツに肌に優しい上質のステンレス（SUS316L）を採用。医療器

具でも使用されているサージカルステンレスでアレルギーを起こしにくい素材

です。 

 

医療機器認証番号：304AGBZX00050000 

価格：¥ 19,800（税込） 

 

【製品詳細ページ】（商品画像の左から） 

トップデザイン「ツイスト」 

https://www.colantotte.jp/product/abarr 

 

トップデザイン「ラウンド」 

https://www.colantotte.jp/product/abars 

 

トップデザイン「スクエア」 

https://www.colantotte.jp/product/abart 

 

 

■大山悠輔選手との契約を記念して Twitter キャンペーンを実施 

 

契約を記念して大山悠輔選手が着用している TAO ネックレス AURA【プレミアムゴールド】があたる Twitter キ

ャンペーンを実施いたします。期間中、Twitter コラントッテ公式アカウントをフォローし、キャンペーン内容を引

用ツイート&「いいね」でキャンペーンに参加できます。詳細はコラントッテ公式 Twitter にて案内いたします。 

https://www.colantotte.jp/product/abarr
https://www.colantotte.jp/product/abars
https://www.colantotte.jp/product/abart
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＜期間＞ 

2023 年 1 月 11 日（水）～1 月 25 日（水） 

 

＜賞品＞ 

コラントッテ TAO ネックレス AURA【プレミアムゴールド】L サイズ  

 

＜当選者数＞ 

3 名 

 

■医療機器として認証されたコラントッテ。違いは N 極 S 極交互配列。 

 

コラントッテのメカニズム 

  

N 極 S 極交互配列を表すマーク 

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く

磁力を効果的に与える「N 極 S 極交互配列」を開発。医療機器として

認められた本物の健康ギアです。 

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用す

るだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔にな

れる日々がはじまります。 
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くらべてわかるコラントッテの効果 

 

・コラントッテの磁石は独自の N 極 S 極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではな

く面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。 

・ 医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、

つらいコリの悩みから解放されます。 

 

■株式会社コラントッテ 

「今日も、笑顔のそばにいる。」 

 

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテ

は、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。 

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッ

テ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。 

 

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性にも重点を置くこと

で、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。 

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得

によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつ

ながっています。 

 

株式会社コラントッテは、2021 年 7 月 8 日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

これを機に、さらなる業容の拡大とともに皆様方に信頼され、広く社会に貢献できる企業となるよう、一層精励し

てまいります。 
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【会社概要】 

株式会社コラントッテ 

代表取締役社長 小松 克已 

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2 丁目 10 番 26 号 コラントッテビル 

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360 

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売） 

URL：https://colantotte.co.jp/ 

 

【本件に関するお問い合せ】 

株式会社コラントッテ 広報担当 

MAIL：press@colantotte.co.jp  TEL：06-6258-7388 FAX：06-6258-7360 

https://colantotte.co.jp/
mailto:press@colantotte.co.jp

