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おうち時間をもっと効率的に過ごしたい時代に新提案 

1 枚のシートで、ゴミの取れる面積が約 160％アップ 

毎日の掃除がさらに楽に 新サイズの粘着クリーナー「コロコロ」を新発売 
 

 

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、従来のコロコロよりも、一気

に清掃できる面積が増えた新サイズのコロコロ「コロコロ フロアクリンスカットカット 200」と、「コ

ロコロ ハイグレード強接着スカットカット 200」を 2020 年 9 月 23 日（火）に発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■テープ幅が広がり、より楽にコロコロできる 

新製品はいずれもテープ幅と巻芯内径をサイズアップして、一度にお清掃できる面積が約 160%アップ

しました。テープ幅は従来の 160ｍｍから 200ｍｍの約 1.25 倍に、テープの巻芯内径は従来の 38mm

から 50mm と約 1.3 倍になりました。また、ケースは、ゴミが気になり清掃したいときにサッと取り出

せる出し入れ簡単なトレイタイプを採用しています。コロコロを転がすだけでお部屋をきれいにできる

利便性はそのままに、より簡単により楽に清掃をしていただけます。 

カーペットだけでなくフローリングなどいろいろな床を清掃できる「コロコロ フロアクリンスカット

カット 200」は、立ったままや座った状態など用途によって長さを調節できる伸縮タイプと手軽に使用

するのに便利な短い柄（え）の S タイプ、スペアテープを取り揃えています。 

また、カーペット用コロコロの中で一番ゴミ捕獲性の高い（当社比）「コロコロ ハイグレード強接着ス

カットカット 200」は、短い柄の S タイプとスペアテープのラインアップです。 

 

※従来の「コロコロ フロアクリンスカットカット」、「コロコロ ハイグレード強接着スカットカット」

は継続して販売します。ニーズによって、使い分けながらご使用いただけます。 

 

令和 2 年 9 月 18 日 

テープ幅 約 1.25 倍 巻芯内径 約 1.3 倍 おそうじ面積 約 160%アップ 

写真はいずれも 

従来品と新製品の比較 

左：従来品  右：新製品 
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■開発の背景：「何度も転がして、めくるのが面倒」の声に応える 

昨今、共働き世代の増加やシニア世代の増加、

清潔志向の高まりから、より手軽にきれいに清

掃できる道具や手段が求められています。コロ

コロを含む粘着クリーナーの使用感について

当社が実施した調査では、約 68％の方が「気づ

いたときにすぐゴミが取れる」と、転がすだけ

で床面のゴミを取れる簡便性を支持いただい

ている一方で、約 46％の方が「なんどもめくる

のが面倒」、約 23％が「きれいになるまでなんども転がすのが面倒」と回答され、一気に清掃ができな

い点に不満を感じていることが分かりました。そこで、何度もめくることなく一気に清掃できるニーズ

に応えるため、ごみを捕捉できる面積を増やしながらも、気づいたときにさっと取り出して清掃ができ

るコロコロ本来の利便性を損なわないバランスが取れるサイズを検証し、本製品の発売に至りました。 

 

1983 年の発売以来、ライフスタイルの変化や生活環境の変化に合わせて改良を重ねてきたコロコロは、

今後もお客様の暮らしに寄り添い、より便利な製品として進化し続けます。 

 

■「コロコロ フロアクリンスカットカット」について 

「コロコロ フロアクリン」は、カーペット専用というコロコロのイメージを払しょくする、カーペッ

トはもちろんのこと、フローリングやタタミ、ビニ－ル床などいろいろな床材に使用できるコロコロで

す。フローリングなどの平滑面に最適な弱粘着と、カーペットの奥まで入り込む強粘着の２種類の粘着

剤を使用した「W 粘着」という当社独自の技術が活きた製品です。 

また、2016 年に発売した「コロコロ フロアクリンスカットカット」は、めくる所がはっきりわかりス

パッと切れるオレンジのライン「スカットカット」を搭載した、コロコロの中で一番機能性が高い製品

です。当社の調査では、ダニアレルゲンの除去率 96％※と人々の健やかな暮らしに貢献できることも判

明しています。 

 

※ベッドシーツの表面を往復 2 回転がしたときの除去率（2019 年／当社調べ） 

 

■「コロコロ ハイグレード強接着スカットカット」について 

当社のコロコロは、室内でペットを飼っている方など、粘着クリーナーの使用頻度が高い方から圧倒的

な支持をいただいています。その中でも「コロコロ ハイグレード強接着」は、カーペットやソファー

カバーの繊維の間に入り込んで細かいほこりやダニもキャッチする「スパイクドット粘着加工」を採用

した、当社のコロコロの中で一番のゴミ捕獲力を誇る、販売実績№１製品です。「フロアクリンスカット

カット」同様、オレンジラインの「スカットカット」も搭載しています。 
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■新製品概要 

発売日：2020 年 9 月 23 日（水） 

価格：オープン価格 

品名 コロコロ フロアクリンスカットカット 200 本体伸縮 L 

 

サイズ 全長 最長：約 990mm 最短：約 630mm 

重量 455g 

入数 1 本 

材質 テープ 

オレンジライン 

シャフト 

ｸﾞﾘｯﾌﾟ・ﾃｰﾌﾟ受け・ﾄﾚｲ 

：特殊すじ塗り粘着加工紙 

：ポリプロピレン 

：防錆処理鉄線（クロムメッキ）・アルミ 

：ポリプロピレン 

 

品名 コロコロ フロアクリンスカットカット 200 本体 S 

 

サイズ 全長：約 310mm 

重量 371g 

入数 1 本 

材質 テープ 

オレンジライン 

シャフト 

ｸﾞﾘｯﾌﾟ・ﾃｰﾌﾟ受け・ﾄﾚｲ 

：特殊すじ塗り粘着加工紙 

：ポリプロピレン 

：防錆処理鉄線（クロムメッキ） 

：ポリプロピレン 

 

品名 スペアテープ 

コロコロ フロアクリンスカットカット 200 10ｍ 2 巻入 

 

サイズ 幅 200mm×10m（約 50 周巻） ※内径サイズ：50mm 

重量 430g 

入数 2 巻 

材質 テープ 

オレンジライン 

：特殊すじ塗り粘着加工紙 

：ポリプロピレン 

 

品名 コロコロ ハイグレード強接着スカットカット 200 本体 S 

 

サイズ 全長：310mm 

重量 362g 

入数 1 本 

材質 テープ 

オレンジライン 

シャフト 

ｸﾞﾘｯﾌﾟ・ﾃｰﾌﾟ受け・ﾄﾚｲ 

：スパイクドット粘着加工紙 

：ポリプロピレン 

：防錆処理鉄線（クロムメッキ） 

：ポリプロピレン 

 

品名 スペアテープ 

コロコロ ハイグレード強接着スカットカット 200 10ｍ 2 巻入 

 

サイズ 幅 200mm×10m（約 55 周巻） ※内径サイズ：50mm 

重量 280g 

入数 2 巻 

材質 テープ 

オレンジライン 

：スパイクドット粘着加工紙 

：ポリプロピレン 

※「コロコロ 200」シリーズは、従来のコロコロ製品とサイズが異なるため、「コロコロ 200」シリーズ

専用の本体およびスペアテープをご利用ください。 

※「コロコロ」、「フロアクリン」、「スカットカット」は、株式会社ニトムズの商標登録です。 
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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（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/ 

 

https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/

