News Letter

令和 4 年 6 月 14 日

報道関係者各位

「リビング学習」で散らかる消しゴムのカスを小まめに清掃

「コロコロ」で学習しやすい環境と清掃習慣づくり
さらに「家事のシェア」で 親子のコミュニケーションも
株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 晃章）は、主力製品である粘着クリーナー
『コロコロ』を 1983 年に発売して以来、掃除の新たなスタイルを提案し続けています。子どもが自宅で勉
強する機会の増える夏休みに向けて、学習時間での『コロコロ』の活用について紹介いたします。

▼ 「リビング学習」が浸透する反面 散らかるなどデメリットも
▼

近年、子どもが自室ではなく、家族が集まるリビングで勉強する「リビング学習」が、学力向上にいいと注
目され実践する家庭が増えているようです。夏休みは自宅で学習する機会が増え、さらにリビングが利用さ
れることが考えられます。「リビング学習」は、子どもの様子を近くで見守れて安心できる一方、リビング
が教材で散らかったり、消しゴムのカスが散乱したりなどのデメリットもあります。

▼ リビング学習のお供には『コロコロ』がお勧め
▼
テーブルやノートの上に散乱した消しゴムのカスの清掃に
▼

は、
『コロコロミニ フロアクリン』をお勧めします。『コ
ロコロミニフロアクリン』は強粘着の糊と弱粘着の糊を独
自のパターンで塗工した「W 粘着」により、テーブルや
フローリングなどの木材や、ノートなどの紙の上でも使用
できる『コロコロ』です。幅 80ｍｍ、全長 200ｍｍとコ
ンパクトなサイズなので、子どもの小さな手でも使いやす
く清掃しやすいアイテムです。転がすだけの『コロコロ』
を使えば、子どもでも簡単に楽しみながらリビングをきれ
いに保つことができます。もちろん消しゴムのカスだけでなく、夏休みの自由研究や工作で出る細かいごみ
や、おやつに食べたお菓子の食べかすなども除去することができ、手元に置いておくと便利です。
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▼ 子どもも一緒に「家事のシェア」
▼
転がす動作が楽しく、取れたゴミが目に見えることで達成感も味わえる『コロコロ』は、子どもが興味を持
▼
って取り組みやすい清掃用品の
1 つです。『コロコロミニ フロアクリン』はフローリング、カーペット、畳
▼
など様々な材質の床にも使用できるため、子どもにも安心して清掃を任せることができます。子どもが家事
を手伝うことは生活能力を身に着けることや、家族間の「家事のシェア」※にも繋がります。子どもの頑張
りを褒めることは親子のコミュニケーションにもなるため、簡単に取り組めて効果も見えやすい『コロコ
ロ』での清掃は、家族の一員として子どもが初めて取り組む家事の 1 つとしてお勧めです。
※家族一人ひとりが主体的かつ積極的に家事に参画すること。家族の関係性に良い効果が生まれると言われています。

コロコロ
1983 年に当社が開発した粘着クリーナー。ゴミをくっつけて取り除くという新発想が世の中のお掃除シー
ンに受け入れられ、長きにわたり支持され続けるヒット製品です。発売当初はカーペット用のみでしたが、
環境変化に合わせて進化を続け、現在ではフローリング兼用やスマートフォンの指紋除去用など様々なシー
ンとニーズに応えるラインアップを展開しています。発売から 39 周年を迎える本年は、キャンペーンなど
お客様への感謝の気持ちを伝える企画を随時実施していきます。
39 周年特設サイト：https://www.nitoms.com/campaign/colocolo/39th/

初代のコロコロ（1983 年）カーペット

コロコロ フロアクリン（2006 年）フロ

指紋コロコロミニ（2014 年）スマート

の清掃用品として誕生

ーリングなど様々な床に使用可能

フォンの皮脂汚れを除去

※『コロコロ』は、Nitto グループの登録商標です。

■

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ニトムズ

経営企画部門

TEL：03-6631-1663

ブランド企画部

FAX：03-6631-1662

※紙面にお問い合わせ先を掲載される場合は、ニトムズ お客様相談室 0570-05-2106 と記載ください。
※当社では、新型コロナウイルス感染症対策としてリモートワークを推奨しております。
そのため、お電話が繋がりにくい場合がございますので、下記フォームをご利用いただけますようお願いします。
株式会社ニトムズ コーポレートサイトお問い合わせページ

https://www.nitoms.com/contact/jp/
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▼関連製品のご案内
推奨
ポイント

製品名

学習環境を自ら整える習慣作りに役立つ。

子どもの学習中も静かに清掃できるコロコ

消しゴムのカスや工作のゴミを

ロ。1 枚のシートで広い面積を一気に清掃で

簡単に除去するコンパクトなコロコロ

き時短掃除にも最適
コロコロ

コロコロミニ フロアクリン

フロアクリンスカットカット 200

画像

用途

机やテーブル、フローリングなど

フローリング、カーペットなど

◆ テープ幅 80ｍｍ、全長 200mm の

◆

コンパクトサイズのコロコロ

テープ幅

が従来品の約
1.25 倍(200ｍ
ｍ)、巻芯内径
が約 1.3 倍（50
ｍｍ）となり、

従来品とのサイズ比較

１回転で清掃で
きる面積が従来品の約 1.6 倍に。一気
◆ 小回りが利くので、卓上のゴミを取るの

に清掃できる範囲が増えて時短家事に

に最適
特長

も。

◆ フローリン

◆ フローリングの床やカーペット、ビニル

グの床やカ

床、畳などいろいろな床に使用できる

ーペット、ビ

◆ めくりやすく

ニル床、畳な

て、スパッと切

どいろいろ

れるスカットカ

な床に使用

ットを搭載

できる
◆ 第 12 回キッズデザイン
賞受賞（主催：特定非営
利活動法人キッズデザ
イン協議会）
サイズ

全長：200mm

全長：（最長)990mm・
（最短)630mm

https://www.nitoms.com/products/colocol

https://www.nitoms.com/products/colocol

o_mini_floorclean/

o-std-floorclean-sc200/

ライン

本体

本体：L サイズ、S サイズ

アップ

スペアテープ：2 巻入

スペアテープ：2 巻入

製品ページ

価格
販売店

オープン価格
全国のホームセンター・スーパー・ドラッグストアなど
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推奨
ポイント
製品名

リビングに散らかりがちな教材を袋にまと

壁紙に時間割表を貼りつけて

めて吊り下げて整理する時に

リビングを学習空間に

はがせるフック強力

はがせる両面接着シート壁紙用

収納

壁紙への掲示

◆しっかり貼れて後からはがせるから

◆ 水できれいにはがせる壁紙用のテープ

画像

用途

賃貸住宅でも安心して使える

◆ ポスターやカレンダー・写真などの軽

◆フック形状は奥行の

特長

サイズ
製品ページ
ライン

量物をしっかり貼れる

ある L 字状で、手提げバ

◆ 壁紙に画びょ

ッグなど掛ける部分が

うやピンで穴

広めでも対応できる

が開くのを

◆耐荷重 3.5kg

避けたい時に

幅 49mm×高さ 105mm×奥行 50mm

幅 20mm×長さ 20mm

https://www.nitoms.com/products/hook_r

https://www.nitoms.com/products/proself

emovable_powerful/

_dbss_removable_wallpaper/

スペアテープ

テープ

15mm×15ｍ、 20mm×1.5m

シート

100ｍｍ×100ｍｍ

アップ
価格

（24 片入）

オープン価格

販売店

全国のホームセンターなど

会社概要
会社名

株式会社ニトムズ

設立

1975 年 4 月 1 日

本社住所

東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 4 号

代表者

代表取締役

資本金

1 億 6,000 万円（2022 年 4 月 1 日現在）

社員数

383 名（2022 年 4 月 1 日現在）

URL

https://www.nitoms.com/

事業内容

日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

品川シーサイドパークタワー7 階

中村 晃章

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（東証一部上場） のグループ企業です。
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