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報道関係者各位 

  

 

コロナ禍で換気が必要な今だからこそ しっかりやっておきたい 

春だけではない、秋の「花粉対策」のススメ 

『コロコロ』で 手軽に秋花粉を除去して 快適なおうち時間を 

 

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、夏から秋にかけて飛散し「秋の花粉

症」の原因ともなる花粉を粘着クリーナー「コロコロ」などを使用して除去する「秋の花粉対策」を提唱し

ます。 

 

■春だけでなく、夏や秋にも花粉が飛散している 

東京都福祉保健局運営サイト「東京都アレルギー情報

navi.」によると、すでに 8 月からイネ科の花粉が観測され夏

から秋にかけて花粉が飛散する「秋の花粉」シーズンが到来

していることが分かります。秋に飛散する花粉は春先と同

様、花粉症のアレルギー症状の発生原因となります。イネ科

の花粉以外にも、秋の花粉症の原因となることが多いブタク

サ属や、多年草のヨモギ属などの花粉飛散も 8 月頃から始ま

っています。 

最近では、果物を食べた時に口の中がかゆくなる口腔アレルギー症候群(OAS)が花粉症と関係があると伝え

られています。秋は果物を食べる機会が増える季節でもあるので、しっかりとした花粉対策をしておきたい

ものです。 

 

■新しい生活様式下の換気と室内清掃はこまめに 

新しい生活様式では、こまめな換気が求められています。時折窓を開けて換気をすることが推奨されていま

すが、外気に触れる時間が多くなるほど、花粉の侵入を防ぐことは至難の業です。室内への花粉侵入の対策

として、網戸にフィルターやすきまテープなどを貼って花粉を入れない工夫をしながら、室内に入ってしま

った花粉は、こまめにお掃除をして取り除くことをおススメします。 

 

■室内の花粉は速やかに除去 

ほこりや花粉などのハウスダストは、くしゃみなどのアレルギー症状を引き起こす原因になると言われてい

ます。室内に入ってきてしまう花粉は、そのままにしてほこりと一緒に床にたまってしまう前に、速やかに

除去することをお勧めします。ただし、掃除機では排気で花粉が舞いあがる恐れがあるので、先にワイパー

や粘着クリーナーを使って花粉を除去しておき、その後にしっかりと掃除機をかけておくと、より花粉を除

去できます。新しい生活様式の下では、今までよりも自宅で過ごす時間が多いため、ほこりと一緒に花粉を

こまめに取り除くことを習慣にすると良いです。 
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外出先で衣類に付着した花粉は、室内にそのまま持ち込んでしまいがちなので、あらかじめ玄関先で取り除

いておきましょう。当社で調査したところ、手で払うだけでは６％程度しか花粉を取り除くことができない

※ことが分かりました。 

対して、粘着クリーナー『コロコロ』を使うと、90％以上の花粉を取り除くことができました。室内に花粉

を持ち込まないように、玄関先で『コロコロ』やブラシなどを使い、確実に除去することが肝要です。 

また、外に干した洗濯物にも花粉は付着しており、無意識のうちに室

内に持ち込んでしまいます。洗濯物に付着した花粉も、飛び散りを避

けるために粘着クリーナー『コロコロ』などを使って除去することで、

室内への花粉の侵入を軽減することができるようになります。 

 

 

▼関連製品のご案内 

 

推奨ポイント 
室内のフローリングに落ちた花粉もとれる

コロコロ。 

ラグについた花粉に。 

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 

細かいほこりも除去す

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 

※外部機関（(財)ボーケン品質評価機構）による、ポリエステル生地上で

「コロコロ」を 3 回転させた時の花粉除去率に対する試験結果による。 

報告書 No. S0116009398-2。 

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/
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▼関連製品のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推奨ポイント 
玄関やお部屋の入口等に設置できる。 

入室前に、花粉を除去する習慣づくり 

携帯できるから、外出先で便利。 

身だしなみと同時に花粉対策を 

製品名 いってきますコロコロ コロコロ コロフルモバイル 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

用途 衣類のほこり取り 衣類のほこり取り 

特長 

◆衣類を傷めにくい 

クリーナー。 

花粉・ほこり、ペット 

の毛を除去 

◆付属のテープを使って 

玄関やクローゼットなど 

好きな場所に設置でき、 

あとから、きれいに 

はがせる  

◆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 

◆衣類を傷めにくいクリーナー。花粉・ 

ほこり、ペットの毛を除去 

◆全長約 12 ㎝。 

ポーチに入る 

サイズだから、 

 持ち運びも便利 

◆カラフルな 5 色展開 

 

サイズ 全長 196mm 全長 117ｍｍ 

製品ページ 
https://www.nitoms.com/special/colocolo-

ittekimasu/ 

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

olorfull_mobile/ 

ラインアップ スペアテープ 2 巻入 

価格 オープン価格 ￥940（税抜） 

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/special/colocolo-ittekimasu/
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/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
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▼関連製品のご案内 

 

 

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（2020 年 4 月 1 日現在） 

社員数  366 名（2020 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」とご記載ください。 

※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/ 

推奨ポイント 
花粉シーズンでも 

お部屋の空気の入れ替えをしたい方に。 

引き違い窓などの花粉・すきま風・ホコリの

侵入を防ぐ 

製品名 網戸用花粉フィルター 毛付きすきまテープ 

 

画像 

 

 

 

 

 

  

用途 網戸からの花粉・ほこりの侵入を防ぐ 花粉・ほこりの侵入を防ぐ 

特長 

◆花粉の侵入を約 80％防ぐ 

◆網戸に貼るだけ 

◆貼ってはがせるテープの 

ため、シーズンオフ時は 

はがせる 

◆おだかやかな採光性で 

プライバシーを守る 

◆ウレタンフォームと 

アクリル繊維毛のＷ効果 

 

◆毛足の長さが貼り方に 

よって調整でき、今まで 

使用できなかった場所にも 

対応可能 

サイズ 幅 1,000 ㎜×長さ 2,000 ㎜ 10mm×30mm×2m 

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

ollen/ 

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

ce_tape_fur/ 

ラインアップ － グレー、ブラウンの２色 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・量販店など 

https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_filter_pollen/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_filter_pollen/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_filter_pollen/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_filter_pollen/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_clearance_tape_fur/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_clearance_tape_fur/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_clearance_tape_fur/
https://www.nitoms.com/products/madoeco_clearance_tape_fur/

