
 

 

 

PRESS RELEASE  

平成 31 年 4 月 11 日 

株式会社コラントッテ 

  

「今日の疲れをケアして、ベストな明日をつくる」 

(株)コラントッテから新ブランド『Colantotte RESNO（コラントッテ レスノ）』が誕生。 

4 月 19 日（金）より販売開始 

 

 

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）から、新ブランド『Colantotte RESNO（コラントッテ レスノ）』が誕生します。「今

日の疲れをケアして、ベストな明日をつくる」をコンセプトに掲げ、「運動」「休養」「栄養」の健康３大要素をトー

タルに考え、日々のセルフケア習慣をサポートします。 

新ブランドから、血行を促進しリラックスをサポートする休息ウエア「スイッチングウエア」、トレーニングとケ

アの 2 つのモードを搭載した家庭用 EMS 運動機器「デュアルパッド」、天然成分 100%の高濃度ビタミンとミネラ

ルが配合されたサプリメント「ウェルビィサプリ」、トレーニング後のケアや仕事中のリフレッシュのためのボディ

クリーム「リラクシングアロマクリーム」を展開いたします。 

また新ブランド誕生を記念して「Colantotte RESNO デビューキャンペーン」を実施いたします。 

 

 

 

【販売開始日】2019 年 4 月 19 日（金） 

【オフィシャルサイト】https://www.colantotte.jp/ 

【RESNO 紹介ページ】https://www.colantotte.jp/resno/ 

【直営店一覧】https://www.colantotte.jp/store/ 

 

 

 

 

https://www.colantotte.jp/
https://www.colantotte.jp/resno/
https://www.colantotte.jp/store/


 
PRESS RELEASE  

 

ブランドアンバサダーにスキージャンプ葛西紀明選手を起用しました。スキージ

ャンプ選手として冬季オリンピックに 8 回出場し、40 代後半の現在も 挑戦を

続ける葛西紀明選手。年齢を重ねても進化し続けるその姿は「Colantotte 

RESNO」の象徴にふさわしい存在です。 

 

葛西紀明選手プロフィール 

株式会社土屋ホーム スキー部選手兼監督 

 

1972 年北海道下川町生まれ。2014 年のソチオリンピックで個人銀、団体銅の２つのメ

ダルを獲得。「冬季五輪連続最多出場」「冬季五輪スキージャンプ最年長メダリスト」「ワ

ールドカップ最年長優勝」など計５つのギネス世界記録を持つ。 

 

 

Colantotte RESNO は、自分らしく毎日を笑顔で過ごす

ために健康の３大要素「運動」「休養」「栄養」をトータ

ルで考えます。 

“動的休息” 「アクティブレスト」を取り入れたオリジナ

ルメソッドで、全身のめぐりをバランスよく整え、より

疲れにくいからだと心のためのセルフケアをサポートし

ます。 
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“動的休息”「アクティブレスト」を習慣に。 

疲労時にあえて体を軽く動かすことで、血行を促進し効果的な回復へと導く“動的休息” 「アクティブレスト」。そし

て、心身をリラックス状態へと導く呼吸法「SEB（スローエナジェティックブレス）」を提案しています。Colantotte 

RESNO のアイテムと“動的休息”を組み合わせることにより交感神経優位からリラックス時に働く副交感神経が優位

な状態へと導きます。 

 

 

企画開発アドバイザーに「SEB（スローエナジェティックブレス）」を提唱する

アスレチックトレーナー森本貴義氏を起用しました。アスリートのパフォーマン

ス向上のために長年培ってきた森本氏のスキル・知識・情報を企画開発に活かし

ています。 

 

森本貴義氏プロフィール 

2004 年～2012 年までシアトルマリナーズのアスレチックトレーナーとしてイチロー選

手等をサポート。プロアスリートのパフォーマンス向上、一般向けの運動指導、トレー

ナー育成など幅広く活動。 

 

 

■ Colantotte RESNO 新製品ラインアップ 

スイッチングウエア 
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血行を促進しリラックスをサポートする休息ウエア 

・医療機器認証取得 

・180ｍT（1800G）の永久磁石をコラントッテ独自の N 極 S 極交互配列することで広範囲に磁力が影響し、血行を

促進、筋肉のコリを改善します。 

・磁気と生地のテクノロジーが相まって血行を促進し、リラックスをサポートします。 

・伸縮性に優れた高ストレッチ素材を採用 

・生地裏には特殊凹凸加工の Switch-Tex（スイッチテックス）を採用 

・「軽擦法（※1）」のような感覚でソフトに肌にふれ、マッサージを受けているようなリラックス感を感じることが

できます。 

※1 浅部マッサージと呼ばれる秒速 5cm ほどのペースで皮膚に触圧覚刺激を加える手技で、痛みの抑制やリラック

ス効果が期待できます。 

 

 

＜価格＞メンズ、ウィメンズ共通 

スイッチングシャツロングスリーブ・スイッチングパンツロング \8,800（税抜） 

スイッチングシャツショートスリーブ・スイッチングパンツハーフ \7,800（税抜） 

＜磁石素材＞フェライト永久磁石 180mT（1800G） 

＜磁石個数＞φ8×4mm（ドーム型）シャツ 10 個／パンツ 6 個 

＜医療機器認証番号＞ 

シャツ：231AGBZX00004000 パンツ：231AGBZX00005000 

 

 

 

 

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/resno/products/sw_wear/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colantotte.jp/resno/products/sw_wear/
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デュアルパッド 

 

トレーニングとケアの 2 つのモードを搭載した家庭用 EMS 運動機器 

・筋肉に刺激を与えて鍛えるトレーニングモードと筋肉を緩めリラックスに導くケアモードを、ボタン１つで切り替

えが可能 

・ワイヤレス通信により 2 箇所同時に動かせる連動タイプ 

・持ち運びに便利なコードレス、コンパクト設計 

 

 

＜価格＞\19,000（税抜） 

＜セット内容＞本体×2（親機・子機）、ゲルパッド 2 枚セット×1、保

管用シート×2、Y 字 USB ケーブル×1、電源アダプター×1、取扱説明

書（保証書付） 

＜本体サイズ＞約幅 135×高さ 70×厚み 16.45mm 

＜本体重量＞34g（ゲルパッド未装着時） 

 

 

 

専用ゲルパッド（デュアルパッド交換用パッド 2 枚セット×1） 

＜別売＞\2,600（税抜） 

 

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/resno/products/dualpad/ 

https://www.colantotte.jp/resno/products/dualpad/
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ウェルビィサプリ マルチビタミン＆ミネラル 

 

天然成分 100%の高濃度ビタミンとミネラルが配合されたサプリメント 

・27 種類のビタミンとミネラルを 1 パック 4 粒にバランスよく配合 

・厳しい検査で知られる FDA（米国食品医薬品局）の認可工場で生産 

・無添加、天然素材の栄養素を高濃度で配合 

・アメリカ合衆国政府からの推薦品 

・世界ドーピング防止機構（WADA）（※2）合格品 

※2 1999 年に国際オリンピック委員会から独立して設立されました。世界各国におけるドーピングの根絶と公正なドーピング

防止活動の促進を目的として、国際的なドーピング検査基準の統一やドーピング違反に対する制裁手続の統一等を行うための国

際的な機関。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜価格＞￥7,000（税抜） 

＜内容量＞1 袋／4 粒、3.9g×30 パック 

＜原材料名＞ 

海藻セルロース、酵母、大豆抽出物（遺伝子組み換えでない）、トウモロコシ抽出

物（遺伝子組み換えでない）、人参抽出物、海藻抽出物、バラの実抽出物、アセロ

ラ抽出物、小麦胚芽抽出物、牡蠣抽出物、魚肝油、サンゴ抽出物、パセリ抽出物、

アルファルファ抽出物、ミズガラシ抽出物、アカシアガム 

 

 

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/resno/products/supplement/ 

https://www.colantotte.jp/resno/products/supplement/
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リラクシングアロマクリーム 

 

 

トレーニング後のケアや仕事中のリフレッシュのためのボディクリーム 

・７つの植物由来成分配合で肌にうるおいを与えすこやかに保ちます。 

・100%天然の 10 種類のエッセンシャルオイル配合。 

・フレッシュな香りに癒され、心地良いリラックスタイムが楽しめます。 

・合成香料、合成色素、パラベン、石油系界面活性剤を一切含んでいません。 

 

 

 

 

 

＜価格＞\2,500（税抜） 

＜内容量＞50g 

＜使用方法＞適量[パール 1 粒大（目安約 1.5g）]を手にとり、手の平でのばして

から、肩や首、ふくらはぎなどに、やさしくもむようにすり込み、なじませてく

ださい。 

 

 

 

 

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/resno/products/aroma_cream/ 

 

 

 

 

 

https://www.colantotte.jp/resno/products/aroma_cream/
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■Colantotte RESNO デビューキャンペーン 

 

Colantotte RESNO製品をご購入者限定で健康の3大要素をテーマにした豪華賞品が当たるキャンペーンを実施しま

す。対象商製品に添付されているシールよりパソコンもしくはスマートフォンよりご応募いただけます。 

 

【キャンペーン応募期間】2019 年 4 月 19 日（金）～2019 年 7 月 21 日（日） 

【キャンペーン詳細ページ】https://www.colantotte.jp/campaign/resno1904/ 

 

 

【賞品・当選者数】 

●運動コース 

・スポーツクラブ「ルネサンス」利用回数券／3 回分 25 名様 

●休養コース 

・JTB 旅行券\50,000 分 5 名様 

・ACE Treatment Laboratory ボディケアご利用券（90 分） 5 名様 

●栄養コース 

・博多華味鳥の水たきセット 10 名様 

・一休.com ギフト ペアお食事券（\10,000 相当） 5 組 10 名様 

 

 

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。 

「くらべてわかる、コラントッテの効果」 

 

https://www.colantotte.jp/campaign/resno1904/
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■ 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、

つらいコリから解放されます。 

 

■株式会社コラントッテ 

「健康を主体に、心からの笑顔が得られる製品を提供する」 

株式会社アーク・クエスト（旧社名）は1997年設立以来、医療機器メーカーとして「健康・元気・笑顔」を基本テ

ーマに掲げ、1999年に家庭用磁気治療器、磁気健康ギア「コラントッテ」の発売を開始いたしました。 

2008年には「ISO13485」を取得し、医療機器としての品質の維持向上の体制を確立するとともに、欧州安全基準

規格CEマーク及び韓国医療機器（MFDS）の認証等、その取り組みは世界の主要各国に及び現在も続いております。 

2015 年 7 月より社名を株式会社アーク・クエストから株式会社コラントッテに変更し、日本国内そして世界中の皆

様の健やかな生活をサポートできるよう邁進しています。 

 

【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 

業務内容：医療機器の製造、販売、日用品雑貨の製造、販売、通信販売業務  

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

