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報道関係者各位 

 

 

換毛期のペットの抜け毛も一網打尽！ 

使いやすいサイズの『コロコロ』で時短清掃し 

ペットとふれあう時間を増やして おうち時間を楽しく快適に 

 

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。換毛期のペットの 

抜け毛をこまめに掃除できるように、使うシーンに合わせた『コロコロ』で、効率よく時短清掃に 

つなげることをお薦めしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■換毛期とは 

換毛期とは、春と秋に訪れる動物の毛が抜け替わる時期のことです。犬や猫だけではなく、ウサギやフェレ

ットなどの小動物にも換毛期はやってきます。たくさんの抜け毛の片づけが大変な換毛期ですが、この時期

だからこそシャンプーやブラッシングなどで丁寧にお手入れをしてあげることが、ペットの皮膚の再生を促

し、体温調整をする被毛を作るペットの健康維持につながります。 

 

■ペットとふれあう時間を増やせる『コロコロ』 

換毛期の抜け毛は、そのままにしておくとペットがその抜け毛を飲み込んでしまい病気になりかねません。 

小動物ならなおさら、命をなくすことにつながる場合もあるので、普段以上に室内のこまめな掃除をおこな

いペットの健康を守りましょう。 

 

換毛期の掃除では、掃除機をかける前に、あらかじめワイパーや粘着クリーナー『コロコロ』で掃除をして

おくと、掃除機の排気で抜け毛が散らばるのを防ぎます。 
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ペットのお気に入りの布製のソファーやベッドの周辺には、標準サイズよりも使いやすい小さいサイズの

『コロコロミニリビング・寝室用 強接着』を置いておきましょう。小回りがきくサイズだと、気づいた時

にサッとお掃除がしやすくなります。 

また、掃除機がかけづらいカーテンについた抜け毛には、生地を傷めない

『コロコロスマート』がお薦めです。リビングなど面積が広いフローリング

には、１回転で清掃できる面積が従来から約 1.6 倍にアップの『コロコロ 

フロアクリンスカットカット 200』で、一気に清掃すれば何度も転がしたり、めくる作業も少なくなり掃除

時間の短縮につながります。場所に合わせた大きさや形など掃除道具を上手に選択することで効率よくお掃

除ができるので、時間に余裕ができてペットとふれあう時間を増やすことが可能です。コロナ禍で増えるお

うち時間を清潔・快適にし、ペットとの癒しの時間として過ごせます。 

 

■上手にテープを切るためのプチ裏技 

粘着テープをめくって切る際は、途中で裂けたりして、上手に切れずにイラ

イラすることがあります。こんな時、テープを上手に切るコツは、シートの

汚れた面を切れ目に合わせて半分に折りたたみカットするだけ。こうする 

だけで、掃除効率がグンとあがってストレスなくはかどります。 

ニトムズでは、切りやすさにこだわったスカットカットを搭載する製品もラ

インアップしています。スカットカットを搭載した製品は、切れ目にオレンジ色のフィルムテープが入って

おり、めくる部分の視認性が高くスパッと切ることができます。 

 

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 品川シーサイドパークタワー7 階 

代表者  代表取締役 中村 晃章 

資本金  1 億 6,000 万円（2021 年 4 月 1 日現在） 

社員数  375 名（2021 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 

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。 

 

 

■ 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 ブランド企画部 

TEL：03-6631-1663 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/ 

https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/contact/jp/
https://www.nitoms.com/contact/jp/
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推奨ポイント 

ペットのベッドや、ソファーなどファブリ

ック製品についた抜け毛をしっかり取りま

す。ミニサイズなので小物への利用に 

持ち手に角度がついているので、自分の背

中についたペットの毛も取りやすい。 

洋服用のテープなので、カーテンについた

ペットの毛やホコリなどにも 

製品名 
コロコロミニリビング・寝室用 強接着 コロコロ スマート 

 

画像 

  

用途 ラグ、ソファー等ファブリック製品の清掃 衣類のホコリ取り 

特長 

◆めくりやすくて、スパッと切れる 

スカットカットを搭載した強接着の 

コロコロ 

 
◆テープ幅 80ｍｍ、全長 200ｍｍのミニ 

サイズなので、ペットのベッド周りや 

ソファーの使用にお勧めです 

 

 

 

 

◆凹凸のある表面でもしっかり取れる 

すじ塗り粘着テープ 

◆衣類を傷めにくい洋服用クリーナー。 

洋服だけでなく、カーテンについた 

ペットの毛も除去 

 

◆持ち手に角度がついて

いるので、背面なども

コロコロしやすい 

 

◆持ち手に穴が開いて   

いるので、フックな 

どに掛けて、玄関や 

クローゼットなどに 

設置できる 

サイズ 全長 200mm 全長 246mm 

製品ページ 
https://www.nitoms.com/products/colo

colo_mini_living_strong/ 

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

olocolo_smart/ 

ラインアップ スペアテープ：2 巻入 スペアテープ：2 巻入 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・量販店・スーパーなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
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推奨ポイント 

１回転で清掃できる面積が従来品の約 1.6 

倍にアップ。フローリングのペットの抜け

毛も一気に除去できるコロコロ 

玄関など好きな場所に設置ができるコロコ

ロ。外出前に、衣類についたペットの毛を

手軽に除去 

製品名 
コロコロ  フロアクリンスカットカット

200 
いってきますコロコロ 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

用途 フローリング、カーペット、畳の清掃 衣類のホコリ取り 

特長 

◆テープ幅が従来品の  

約 1.25 倍(200ｍｍ)、  

巻芯内径が約 1.3 倍 

（50ｍｍ）となり、   

１回転で清掃できる 

面積が従来品の 

約 1.6 倍にアップ。 

一気に清掃できる範囲が増えて時短清掃

が可能。 

◆めくり口が分かりやすく、スパッと切れ

る「スカットカット」を搭載 

 

◆衣類を傷めにくい 

洋服用クリーナー。 

花粉・ホコリ、ペット 

の毛を除去 

 

◆好きな場所に設置でき、 

あとから、きれいに 

取り外せる 

 

◆シンプルでスタイリッシュなデザイン 

だから、設置場所を選ばない 

 

サイズ 全長：（最長)990mm・（最短)630mm 全長 196mm 

製品ページ 
https://www.nitoms.com/products/c

olocolo_smart/ 
https://www.nitoms.com/special/col

ocolo-ittekimasu/ 

ラインアップ 
本体：L サイズ、S サイズ 

スペアテープ：2 巻入 
スペアテープ：2 巻入 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・量販店・スーパーなど 

 

 

 

 

 

従来品とのサイズ比較 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
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※コロコロは、株式会社ニトムズの商標登録です。 

 

推奨ポイント 
フローリングの気になるペットの抜け毛に ラグについたペットの抜け毛に 

粘着力に優れたコロコロ 

製品名 コロコロ フロアクリン SC 伸縮 コロコロ ハイグレード SC 強接着 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 フローリング、カーペット、畳の清掃 ラグ、ソファー等ファブリック製品の清掃 

特長 

◆フローリング、カーペット、畳など、 

どんな床でも使えるマルチなコロコロ 

◆平滑面にくっつかない弱粘着とゴミを 

しっかりキャッチする強粘着の W 粘着 

 

 

 

 

 

 

 

◆めくり口がはっきり分かり、スパッと 

切れる「スカットカット」を搭載 

◆高いゴミ取れ性と使いやすさを両立し

た、粘着力 No.１のコロコロ（当社比） 

◆繊維の間に入り込んだ細かいホコリも 

除去する「スパイクドット粘着加工」 

 

 

 

 

 

◆めくり口がはっきり分かり、スパッと 

切れる「スカットカット」を搭載 

 

 

 

 

サイズ 全長：（最長)970mm・（最短)610mm 全長 295ｍｍ 

製品ページ 
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floo

rclean_sc/ 

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

 

ラインアップ 
本体：ジョイントトレイタイプ 

スペアテープ：3 巻入、4 巻入 

本体： L サイズ、S サイズ、 

スペアテープ：2 巻入、3 巻入、4 巻入 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・スーパー・ドラッグストアなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/

