
裏表紙 表紙

いつでも、そこが練習スタジオ

それは　　　　　　　

笑 顔 の 時 を つ く り だ す 、 ビ ゲ イ テ ィ ン ！
:

◆コロトン（型式：C-01）×2個

 

コロトンスタンダードモデル 3 色から選べるコロトン
スタンダード【非接触型手中発音共鳴系打楽器練習補助器具】

※色は 3色から選べます（写真カラーは Blue [C-01BL] です）

・サイズ：長さ 165mm/ 直径 16mm
・素　材：ポリアセタール /木材

販売価格
価格 5,300 円（税込）

◆同梱品

Blue  [C-01BL]
Black [C-01BK]
Red    [C-01RD]

型式

コロトン・タントンセット コロトンとタントンの
お得なセットです【非接触型手中発音共鳴系打楽器練習補助器具】

 ◇コロトンガイドブック・取扱説明書
 ◇コロトン使い方DVD(60 分 ) 
 ◇練習用テキスト
 ◇専用ソフトケース

◆コロトン（型式：C-01）×2個

◆タントン（型式：T-01）×2個

販売価格
価格 7,400 円（税込）

◆同梱品

Blue  [C-01BL&T-01]
Black [C-01BK&T-01]
Red    [C-01RD&T-01]

型式

 ◇コロトンガイドブック・取扱説明書
 ◇コロトン使い方DVD(60 分 ) 
 ◇練習用テキスト
 ◇専用ソフトケース

◆タントン×2個

T-01型式

販売価格 価格 2,500 円（税込）

◆コロトンキューブ×2個

CC-01型式

販売価格 価格 2,500 円（税込）

タントン コロトンキューブ

 bigaitin website

https://bigaitin.com/

コロトン



NEW ITEM

１P 2P

　この器具は「動き」を感じ取り、表現を行うためのトレーニング

器具です。使えば使う程、手や指などの身体的なコントロールがで

きるようになりますが、それ自体は「音楽」とは別です。「動き」

だけを音楽に結び付けるのでは良い結果は得られません。コロトン

を使って効率的に「動き」を養うと同時に、「リズム」や「音程」「歌

い方」「音色」等 「々音の設計図」を頭の中で作り上げてください。そ

れは一般的には「歌うこと」だと思います。

　コロトン自体も心地良い音を発生しますので、それに合わせて出したい音を「歌うこと」が頭の中の「音の設計図」と「動

き」をリンクさせる良い方法であり、楽器の上達への早道です。「音」に関する情報やイメージを頭に抱き、それを基盤に

して自分の思い通りの演奏ができるように「動き」の能力を高める補助をする事こそが、この器具の最大の目的であり特徴

です。コロトンを楽しみながら効率的な練習方法を身に付け、豊かな表現性を養ってもらうことが私の大きな願いです。

この練習補助器具「コロトン」はスティックよりも小さくコンパクトで、少しのスペースが
あれば、どこでも打楽器演奏に必要な腕の動きを練習することができるように開発されまし
た。練習用パッドの必要もありません。

手に持って腕を動かすことで音が鳴るように設計されていますが、適正な腕の使い方をする
ことで正しい発音をします。音も楽器ほど大きくないので、場所を問わずにトレーニングす
ることができます。

コロトン開発者

札幌交響楽団 打楽器奏者

大垣内 英伸 

再校だよ！
200809

指のトレーニングで、
ピアノ演奏などにも応用

「コロトン」を使うことで、指の動きをコントロールするトレーニングも可能です。
ピアノを始めたけれど、指が思うように動かないといった悩みにも効果的です。

指・手・腕の総合的な
動作が確認できるように

「コロトン」を使うときの動きは、手や指のストレッチにも有効です。
また、腕を含めた全体的な動かし方を自分で確認できるようになるので、
腕から指先までの部分を使うスポーツを始めようとする方にもお勧めです。

手先の動きは
脳にも良い刺激

手や指を動かすことが脳に良い刺激をもたらすことは広く知られています。
「コロトン」を使うことで手の鍛錬やストレッチだけでなく、脳活も同時に
行うことが可能です。「コロトン」は軽量でコンパクトなサイズなので、
子どもたちから高齢者まで無理なく、安心して扱うことができます。

コロトンスタンダードモデル

RedBlue Black

打楽器は、その形状や音が大きいために、こうした悩みを抱えている人が少なくありません。スティックを持った練

習をするにも練習用パッドなどが必要で、狭い場所では周囲への振動も心配です。

「部活や趣味で打楽器を演奏してるけど、練習する場所が無くて・・・」

打楽器奏者を「基礎練習場所探し」から解放

このような
方にもお勧

めします！

※ コロトンでの指のトレーニングはもちろん、専用のコロトンキューブ（別売）を使用して柔軟な動きを効率的行えます。

※ タントン（別売）を装着することで、さらに音や感覚を捉えやすくなり、楽しく上達することができます。

「コロトンキューブ」はコロトンの両端を固定
することにより、指に特化したトレーニングが
簡単に行えます。
コロトンの筒を左右に回転させることで、指の
力のバランスやコントロール練習を補うことが
できます。また、指と指を開くストレッチにも
効果的です。

ピアノや木管楽器、ギター、弦楽器を演奏される方にピッタリ！
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・素　材：ポリアセタール /木材

販売価格
価格 5,300 円（税込）

◆同梱品

Blue  [C-01BL]
Black [C-01BK]
Red    [C-01RD]

型式

コロトン・タントンセット コロトンとタントンの
お得なセットです【非接触型手中発音共鳴系打楽器練習補助器具】

 ◇コロトンガイドブック・取扱説明書
 ◇コロトン使い方DVD(60 分 ) 
 ◇練習用テキスト
 ◇専用ソフトケース

◆コロトン（型式：C-01）×2個

◆タントン（型式：T-01）×2個

販売価格
価格 7,400 円（税込）

◆同梱品

Blue  [C-01BL&T-01]
Black [C-01BK&T-01]
Red    [C-01RD&T-01]

型式

 ◇コロトンガイドブック・取扱説明書
 ◇コロトン使い方DVD(60 分 ) 
 ◇練習用テキスト
 ◇専用ソフトケース

◆タントン×2個

T-01型式

販売価格 価格 2,500 円（税込）

◆コロトンキューブ×2個

CC-01型式

販売価格 価格 2,500 円（税込）

タントン コロトンキューブ

 bigaitin website

https://bigaitin.com/

コロトン

NEW ITEM

１P 2P

　この器具は「動き」を感じ取り、表現を行うためのトレーニング

器具です。使えば使う程、手や指などの身体的なコントロールがで

きるようになりますが、それ自体は「音楽」とは別です。「動き」

だけを音楽に結び付けるのでは良い結果は得られません。コロトン

を使って効率的に「動き」を養うと同時に、「リズム」や「音程」「歌

い方」「音色」等 「々音の設計図」を頭の中で作り上げてください。そ

れは一般的には「歌うこと」だと思います。

　コロトン自体も心地良い音を発生しますので、それに合わせて出したい音を「歌うこと」が頭の中の「音の設計図」と「動

き」をリンクさせる良い方法であり、楽器の上達への早道です。「音」に関する情報やイメージを頭に抱き、それを基盤に

して自分の思い通りの演奏ができるように「動き」の能力を高める補助をする事こそが、この器具の最大の目的であり特徴

です。コロトンを楽しみながら効率的な練習方法を身に付け、豊かな表現性を養ってもらうことが私の大きな願いです。

この練習補助器具「コロトン」はスティックよりも小さくコンパクトで、少しのスペースが
あれば、どこでも打楽器演奏に必要な腕の動きを練習することができるように開発されまし
た。練習用パッドの必要もありません。

手に持って腕を動かすことで音が鳴るように設計されていますが、適正な腕の使い方をする
ことで正しい発音をします。音も楽器ほど大きくないので、場所を問わずにトレーニングす
ることができます。

コロトン開発者

札幌交響楽団 打楽器奏者

大垣内 英伸 

再校だよ！
200809

指のトレーニングで、
ピアノ演奏などにも応用

「コロトン」を使うことで、指の動きをコントロールするトレーニングも可能です。
ピアノを始めたけれど、指が思うように動かないといった悩みにも効果的です。

指・手・腕の総合的な
動作が確認できるように

「コロトン」を使うときの動きは、手や指のストレッチにも有効です。
また、腕を含めた全体的な動かし方を自分で確認できるようになるので、
腕から指先までの部分を使うスポーツを始めようとする方にもお勧めです。

手先の動きは
脳にも良い刺激

手や指を動かすことが脳に良い刺激をもたらすことは広く知られています。
「コロトン」を使うことで手の鍛錬やストレッチだけでなく、脳活も同時に
行うことが可能です。「コロトン」は軽量でコンパクトなサイズなので、
子どもたちから高齢者まで無理なく、安心して扱うことができます。

コロトンスタンダードモデル

RedBlue Black

打楽器は、その形状や音が大きいために、こうした悩みを抱えている人が少なくありません。スティックを持った練

習をするにも練習用パッドなどが必要で、狭い場所では周囲への振動も心配です。

「部活や趣味で打楽器を演奏してるけど、練習する場所が無くて・・・」

打楽器奏者を「基礎練習場所探し」から解放

このような
方にもお勧

めします！

※ コロトンでの指のトレーニングはもちろん、専用のコロトンキューブ（別売）を使用して柔軟な動きを効率的行えます。

※ タントン（別売）を装着することで、さらに音や感覚を捉えやすくなり、楽しく上達することができます。

「コロトンキューブ」はコロトンの両端を固定
することにより、指に特化したトレーニングが
簡単に行えます。
コロトンの筒を左右に回転させることで、指の
力のバランスやコントロール練習を補うことが
できます。また、指と指を開くストレッチにも
効果的です。

ピアノや木管楽器、ギター、弦楽器を演奏される方にピッタリ！
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