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報道関係者各位 

 

 

たった 2 回 転がすだけで 除去率 96％！ 

梅雨に増えるダニ対策は 小まめに簡単コロコロ掃除 

 

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。まもなく迎える 

ジメジメする嫌な梅雨時期に向けて、『コロコロ』を活用しておこなうダニ対策の掃除法を紹介します。 

 

■体調不良になりやすい時期こそ、布団やベッドのお掃除を 

ジメジメと蒸し暑い梅雨の季節は、気圧の低下と温度や湿度の上昇に伴って、体調不良に陥りやすい時期で

す。高温多湿を好む細菌が原因で食中毒が多発したり、ダニの死骸に反応してアレルギー症状が出やすい 

時期でもあり健康管理には気をつけたいものです。ダニが発生しやすいこの季節、特に寝具などは小まめに 

洗濯して日光に当てて干したいけれど雨の心配もあり、なかなか難しい。そんな時は、起床後に布団や 

ベッドなどの寝具を『コロコロ』で掃除しましょう。 

当社で『コロコロ』のダニ除去の効果について調査をおこなったところ、布団掃除にお勧めの『コロコロ  

ハイグレード S C 強接着』や『コロコロ フロアクリン SC』を２回転がすことによる除去率は 96%という

ことがわかりました。『コロコロ』で寝具を小まめに清掃することで、ダニおよびダニのエサとなる髪の毛やフ

ケ、皮膚の一部などを除去し、清潔を保つことができます。『コロコロ』を寝室に置いておき、起床後の 

掃除習慣をご提案します。 
 

※ダニ死骸、糞、培地の混合品を平織りのベッドシーツ上に撒き、『コロコロ フロアクリン』および『コロコロ ハイグレード SC  

強接着』を２回転させた後の除去率。上記数値は外部機関による試験の一例であり、寝具の全てのアレルゲンの除去を保証するものでは

ありません。 

令和３年 4 月 12 日 
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■粘着クリーナー『コロコロ』を活用した小まめな清掃を 

『コロコロ』を使用した掃除は、近隣への音漏れが気になる朝や夜の時間帯でも 静かに清掃ができる 

「サイレント掃除」が可能です。寝具はもちろん、ダニの死がいやカビなどがハウスダストになって床に 

落ちているため、コロナ禍で在宅時間の増える今年の梅雨シーズンは、おうち時間を快適に過ごすためにも 

いつも以上に気づいたときに『コロコロ』を使用した、手軽で小まめな掃除をお勧めします。 

 

▼関連製品のご案内 

 

推奨ポイント 
布団やベッドについたハウスダストに。 

粘着力に優れたコロコロ 

室内のフローリングに落ちている 

ダニや花粉もとれるコロコロ 

製品名 
コロコロ ハイグレード SC 強接着 コロコロ  フロアクリンスカットカット

200 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 布団、ベッド等の清掃に フローリング、カーペット、ビニール床 

特長 

◆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 

◆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 

1 回転で一気に多くのゴミ

が取れる 200ｍｍ幅の 

コロコロです 

◆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 295ｍｍ 全長：（最長)990mm・（最短)520mm 

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

 

https://www.nitoms.com/products/colocolo-std-

floorclean-sc200/ 

ラインアップ 

本体： L サイズ、S サイズ、ジョイント

トレイタイプ 

スペアテープ：2 巻入、3 巻入、4 巻入 

本体：L サイズ、S サイズ 

スペアテープ：2 巻入り 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・スーパーなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-std-floorclean-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-std-floorclean-sc200/
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▼関連製品のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

推奨ポイント 

寝具やフローリングに落ちているハウスダ

ストに。 

1 シートあたりのお掃除面積が従来比約 1.6

倍。ファブリックに付着したハウスダストを

一気に除去できる強接着のコロコロ  

製品名 
コロコロ フロアクリン S コロコロハイグレード強接着 SC 200 

本体 S 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 寝具やフローリング、畳等の清掃に 布団、ベッド等の清掃に 

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 粘着加工 

 

◆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

が従来から約 1.6 倍ア

ップ。一気に清掃できる。範囲が増えて時

短家事にも 

◆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 

◆繊維の間に入り込んで細かいホコリもし

っかりキャッチするスパイクドット粘着を

採用 

サイズ 全長 295ｍｍ 全長 295ｍｍ 

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

olo_std_floorclean/ 

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

locolo-hg-sc200/ 

ラインアップ 

本体： L サイズ、S サイズ、ジョイント

トレイタイプ 

スペアテープ：2 巻入、3 巻入、4 巻入 

スペアテープ：2 巻入り 

価格 オープン価格 

販売店 全国のホームセンター・スーパーなど 

従来品とのサイズ比較 
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▼関連製品のご案内 

※ 『コロコロ』『デオラフレッシュ』は、株式会社ニトムズの登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

推奨ポイント 

布団表面のほこりや髪の毛の除去に。 

ベッド周りでも邪魔にならないハンディ 

サイズ 

布団のカバーやシーツの洗濯に。 

梅雨時の部屋干しのニオイも防ぐ 

製品名 コロコロミニ リビング・寝室用 強接着 デオラフレッシュ・液体 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 布団、ソファー、ベッド等ファブリック製品 洗濯用助剤 

特長 

◆ベッドやソファー 

 ファブリック製品に最適 

 

◆テープ幅 80ｍｍ 

 全長 200ｍｍのミニサイズ 

 

◆めくり口がわかる、オレンジライン入り 

 

 

 

◆ニオイの原因となる 

雑菌の繁殖を抑え 

イヤなニオイを 

防ぐ 

 

◆天然成分（緑茶抽出物と竹エキス）で 

肌に優しい 

 

◆着用後の汗の匂いや 体臭も抑える 

 

 

 

 

 

サイズ 全長：200ｍｍ 300ml 

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

ラインアップ スペアテープ：２巻 
大容量(720ml)、詰め替え、 

顆粒、強力消臭タイプ 

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_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_living_strong/
https://www.nitoms.com/products/deoraflesh_liquid/
https://www.nitoms.com/products/deoraflesh_liquid/
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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  341 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/

