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令和 4 年 11 月 17 日 

株式会社コラントッテ 

  

肩こりに悩む Z 世代の若者へ 

COA ネックレスから日常のコーディネートに自然に溶け込む新デザインが登場 

医療機器「コラントッテ COA ネックレス ZEST」11 月 24 日（木）より順次販売開始 

 

 

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）は、人気の COA ネックレスから肩こりに悩む Z 世代に向けた「コラントッテ COA ネ

ックレス ZEST（ゼスト）」（価格￥19,800/税込）を 2022 年 11 月 24 日（木）より順次販売いたします。 

 

 
コラントッテ COA ネックレス ZEST 写真左から＜ツイスト＞＜ラウンド＞＜スクエア＞ 
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イメージモデル（左上から時計回りに赤羽流河、丸田怜音、崎代夏怜、山口るあ） 

 

スマートフォンは今や 90％を超える普及率となり、現代人には手放せない存在となっています。そんな中、スマ

ートフォン症候群による肩こりに悩む若者が増えてきました。そこで、コラントッテではオシャレに敏感なＺ世代が、

ファッションを楽しみながら肩こり改善もできるネックレスを開発しました。 

まだ磁気ネックレスになじみのない世代に向けて、日常のコーディネートに自然に溶け込むアクセサリーとして使

ってもらえるよう、３つのデザインを用意。いつものファッションに１点プラスするだけで、さりげなく、おしゃれ

を楽しみながら血行を改善しコリを緩和することができます。  

製品名の ZEST は「強い興味」という意味で、『Z 世代が興味を持つ磁気ネックレスに』という思いで名付けまし

た。イメージモデルには Z 世代から注目度の高いインフルエンサーである４名（崎代夏怜、山口るあ、赤羽流河、丸

田怜音）を起用し、彼らの生の声を通じて、若い世代に共感されるプロモーションを展開します。 

 

【イメージモデルのコメント】 

＜崎代夏怜、山口るあ＞ 

「とくに冬はアウターだったり重ね着をするから肩がこりがちで…」「これならおしゃれに肩こり改善できて嬉しい。」 

＜赤羽流河＞ 

「適度に上品で重厚さもしっかりある。チェーンネックレスって重くて肩がこるから苦手だったんですけど、これな

らおしゃれも実用性も叶えられていいですね。」 

＜丸田怜音＞ 

「おしゃれにスマホ疲れが改善できるのは画期的。シンプルなデザインだから彼女と一緒につけてもいいですね。」 
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【販売開始日】 2022 年 11 月 24 日（木） 

【製品詳細ページ】 

■ツイスト https://www.colantotte.jp/product/abarr 

■ラウンド https://www.colantotte.jp/product/abars 

■スクエア https://www.colantotte.jp/product/abart 

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

【オフィシャルショップ一覧】https://www.colantotte.jp/store 

【特設ページ】https://www.colantotte.jp/special/zest 

 

コラントッテ COA ネックレス ZEST 概要 

■肌に優しい上質のステンレス（SUS316L）のチェーンに 150 ミリテスラ※×8 個の希土類永久磁石を内蔵。独自

の N 極 S 極交互配列で磁力が広範囲に影響し、首・肩の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。 

※ミリテスラ・・・磁石の強さを示す単位 

■全ての金属パーツに医療器具でも使用されているサージカルステンレスを採用。 

■ツイストモデルはバータイプのトップを曲面に加工し捻じれを表現したユニークなデザイン。 

■ラウンドモデルは円形カットの枠に菱形のプレートを吊り下げた動きのあるデザイン。 

■スクエアモデルは CO をモチーフに研ぎだしの技術を使うことで、樹脂と金属の美しいコントラストを演出。 

 

  

ツイスト ラウンド スクエア 

https://www.colantotte.jp/product/abarr
https://www.colantotte.jp/product/abars
https://www.colantotte.jp/product/abart
https://www.colantotte.jp/
https://www.colantotte.jp/store
https://www.colantotte.jp/special/zest
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着用イメージ 

 
サイズ調整可能パーツ 

 

磁石配置図 
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製 品 名 コラントッテ COA ネックレス ZEST 

医療機器認証番号 304AGBZX00050000 

材  質 ＜チェーン、ジョイント、トップ部分＞ステンレス（SUS316L） 

＜磁石＞希土類永久磁石 150 ミリテスラ 8 個を N 極 S 極交互配列 

モ デ ル ツイスト／ラウンド／スクエア 

サ イ ズ フリーサイズ（約 47cm・約 51cm／サイズ調整用丸カン 1 個付） 

価  格 ￥19,800 税込（本体価格￥18,000） 

発 売 日 2022 年 11 月 24 日 

 

 

起用イメージモデル情報 

 
崎代夏怜 (さきしろ かれん) 

 

•SNS フォロワー数 

Instagram:20,373 Twitter:4,310 TikTok:50.4K 

•2003 年生まれ 

•モデル（大阪） 

 

【出演情報】 

・ABEMA TV 恋愛リアリティ番組 

『今日好きになりました花梨編』(2021. 12) 

『今日、好きになりました。花梨編.卒業編 2022』 

・雑誌『Popteen』 読者モデル 

・ワコールプリリ Web 広告モデル 

・a-nation オープニングアクトモデル 

・神戸コレクションオープニングアクトモデル 

・スタジオアリス CM 

・ドリームキッズコレクション出演 

・京都キッズコレクション出演 

・関西コレクション 2017S/S A/W 出演 

・神戸市灘区観光動画出演 

・ユニバーサル・スタジオジャパン公式 TikTok 

・ユニバーサル・スタジオジャパン-Nolimit Parade –キービジュアル 
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山口るあ (やまぐち るあ) 

 

•SNS フォロワー数 

Instagram:59,980 Twitter:13,700 TikTok:145.9K 

•2002 年生まれ 

•モデル（東京） 

 

 

【出演情報】 

・AbemaTV『 恋する♥週末ホームステイ 2020 春』出演 

・テレビ西日本 『加藤浩次のちゃっかりバズってます !!』出演 

・TBS 『中居大輔の夜な夜なラブ子さん』出演 2020～ 

・テレビュー福島『ちゃんろく』（レポーター)2021.4～ 

・日本テレビ 2020 超無敵クラスゲスト出演 

・ホットペッパービューティー MV 出演 

・KANSAI COLLECTION 2021 

・NARA COLLECTION 2021 

・BEATNIXS 2020 

・Next Future FES 2021 

・SPINZ レギュラー出演 (SDGs)2021 

・雑誌『Popteen』 2020.2021  

・アプリ小説 byGMO 『エンドレスキッス』出演 

・Kis-My-Fit2Tiktok PR メンバー 

・アプリ 『単車の虎』PV 出演 

 

 

 

 
赤羽流河 (あかはね りゅうが) 

 

•SNS フォロワー数 

Instagram:23,222 Twitter:7,750 TikTok:31.2K 

•2002 年生まれ 

•俳 優 /モデル（東京） 

•ミスターモデルプレス 

準グランプリモデル賞受賞（2022.4） 

 

 

【出演情報】 

・kuraray TVCM（2022.4） 

・Instagram 広告ビジュアルモデル（2022.4） 

・朗読劇「真夏の雪」吉田颯太役（2022.8） 

・フジテレビ 4 月期「元彼の遺言状」3 話、6 話ホスト役/スチール 

（2022.4 月期） 

・Abema オリジナルドラマ『ANIMALS』第 8 話 商社マン役（2022.6） 

・TBS 特番「口をそろえた怖い話」主演 伊藤タカシ役（2022.7） 

・ABEMA TV『今日、好きになりました。』～金木犀編、秋月編～（2020

～2021） 

・smart web Foxfire の広告ビジュアルを作ってみた【Vol.3】（2022.5） 

・Youtube ドラマ「好き、それだけ。」雄大役（2022.6） 

・dTV ドラマ「キス×kiss×キス」9、10、12 話（2022.7） 

・CX「奇跡体験！アンビリーバボー」BEGIN 企画 上地さん役（2022.4） 

・Rin 音「Blue Diary」MV（2022.4） 
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丸田怜音 (まるた れおん) 

 

•SNS フォロワー数 

Instagram:26,594 Twitter:6,964 TikTok:40.3K 

•2004 年生まれ 

•俳 優 /モデル（名古屋） 

 

【出演情報】 

・EX 西村京太郎トラベルミステリー72 

十津川警部のラストラン中園宏司役(2020.7) 

・ABEMA TV 恋愛リアリティ番組 

『今日好きになりました-星空編-』(2020) 

『今日好き部文化祭プロジェクト』(2021) 

『今日好きになりました-卒業編-』(2021)  

・雑誌『ニコ☆プチ』専属メンズモデル (2015.12 月号～ 2018.4 月

号） 

・雑誌『nicola』専属メンズモデル (2018.8～2022.3） 

・第５回 日本制服アワード 準グランプリ（2018） 

・メニコン冬キャンペーン WEB 広告 (2019.12～5） 

・ABEMA オリジナル CM ロート製薬『メンソレータムアクネス』出演

(2021 年 7 月~9 月) 

・メ～テレ キャンペーン TVCM (2021.9) 

・超超十代『今日好き』ステージ(2022.3) 

 

■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。 

 



  
PRESS RELEASE 

【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

