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報道関係者各位 

 

 

ポカポカ陽気を味方につけて   

コロコロしながら小まめな清掃で快適新生活を 

 

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、暖かく換気がしやすい春に 

粘着クリーナー『コロコロ』を活用した小まめな清掃で、室内の清潔を保つことを提案します。 

 

 

 

■換気しやすい季節を味方に、小まめな清掃を 

欧米では、暖かい春先に「スプリングクリーニング」として大掃除を行うことが一般的です。日本において

も暖かく換気を行いやすいため、清掃に適した時期です。自宅で過ごす時間が増える昨今の状況では、欧米

の「スプリングクリーニング」や年末の大掃除のような大々的なものではなく、日頃行き届かなかった場所

を複数回に分けて小まめに清掃するのがお薦めです。 

 

■靴箱を清掃して、湿気の多い時期にも備える 

暖かい気候の春は、玄関ドアや窓を開放し換気しながら清掃できる靴箱は重点的に清掃したい場所のひとつ

です。気づかないうちに砂やほこりが靴底についたまま保管されている靴箱は、想像している以上に汚れが

たまっています。靴箱の清掃の手順は、一度全て取り出してから、砂やほこりを取り除いた後、水拭きをす

ることです。靴箱は湿気がたまりやすい場所なので、砂やほこりは、ほうきの他、板材にも使用できる『コ

ロコロ』※の粘着力で取り除き、これから迎える梅雨の季節に備え除湿剤を入れておけば万全です。 

 

■気持ちよく日光浴しながら、コロコロするだけの網戸掃除 

もう一つのお薦めなのが窓の清掃です。窓掃除は外気に触れる

ので、冬はおっくうになりがちですが、春であれば気持ちよく
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日差しを浴びながら清掃ができます。初夏以降活躍する網戸の清掃も合

わせて行うのがお薦めです。網戸の清掃※には、意外にもフローリング

用の『コロコロフローリングクリーナー』を活用することができます。

クッション性のあるポリエチレン製のテープが転がることで静電気が発

生し、粘着力との W 効果で細かいほこりや花粉などを取り除きます。  

※カーペット用の『コロコロ』は、これらの用途に適していません。 

 

■来シーズンも清潔に。コロコロしながら冬物収納 

季節の変わり目に必ず行う衣替えでは、せっかくクリー

ニングや自宅で洗濯しても保管場所が汚れていては元も

子もありません。換気がしやすい時期なので、収納する

前に、押し入れやクローゼットを開放して、掃除機や

『コロコロ』で清掃しておきましょう。また、衣類につ

いたほこりや花粉などを取り除いておくと、次のシーズ

ンにも気持ちよく使用することができます。衣類に加え

て冬用のラグやカーペットなどのファブリックの収納時も、食べこぼしなどがついているとカビやダニの原

因となるので、専用のクリーナーで洗うとともに、『コロコロ』で清掃するとより清潔を保つことができま

す。また、カーペットを収納した後に露出するフローリングには、フローリングにも貼りつかずに清掃でき

る『コロコロフロアクリン』で清掃すれば気持ちよく過ごすことができます。 

 

気候が良い春は、小まめに動きながら清掃するのに適した季節です。さっと取り出し、気付いたときに清掃

できる『コロコロ』は、小まめな清掃にお薦めのアイテムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静電気と粘着力で、ほこりを取り除く 
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推奨 

ポイント 
靴箱の棚板の清掃にも、コロコロ 

網戸にくっついたほこりには、 

静電気パワーを発揮するコロコロ 

製品名 コロコロミニ フロアクリン コロコロ フローリングクリーナーS みどり 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 フローリング、カーペット、ビニル床 フローリング、網戸、天井 

特長 

◆テープ幅 80ｍｍ、全長 200mm の 

 コンパクトサイズのコロコロ 

◆フローリングの床やカーペット、 

ビニル床、畳などいろいろな床に 

 使用できる 

◆小回りが利くので、卓上クリーナーとし

ても活躍 

 

 

 

 

◆粘着加工した 

ポリエチレンを基材 

として採用。 

転がすことで発生する 

静電気と粘着力が 

ゴミを絡め取る 

◆網戸についた 

ほこりも静電気と 

粘着力で取り除く 

◆柄が長いロングタイプ 

なら、手が届きにくい天井の 

ほこり取りも 

 

※写真はワイドタイプ 

 

 

サイズ 全長:200mm 全長 300mm 

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

oorclean/ 

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

std_flooring/ 

ライン 

アップ 

本体 

スペアテープ：2 巻入り 

本体：L サイズ、S サイズ 

   ワイドタイプ 

スペアテープ：2 巻入り、3 巻入り 

ワイドタイプ 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・ドラッグストアなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_floorclean/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_floorclean/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_flooring/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_flooring/
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推奨 

ポイント 

衣替えの衣類をしまう前に、 

衣類についた花粉や糸くずを除去 

カーペットの収納前に最後のお手入れ 

パイルの奥のほこりも除去 

製品名 コロコロ スマート 
コロコロ ハイグレードスカットカット 

強接着 200 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 衣類用 カーペット 

特長 

◆衣類の繊維を傷めない 

◆スーツや制服などに 

ついた髪の毛、 

ペットの毛、ホコリ、 

糸くず取りなどに最適 

 

◆玄関に取りつけて 

 外出前や外出後の 

お手入れにも。 

◆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

採用しています。 

◆テープ幅が従来品の約 1.25 倍(200ｍ

ｍ)、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。 

サイズ 全長：246ｍｍ 全長 295ｍｍ 

製品ページ https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/ 
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-

sc200/ 

ライン 

アップ 

本体 

スペアテープ：2 巻入り 

本体 

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・ドラッグストアなど 

従来品とのサイズ比較 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
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推奨 

ポイント 

カーペットをしまった後に。 

フローリングもコロコロ 

【関連製品】 

靴箱などの除湿に。 

製品名 
コロコロ フロアクリンスカットカット

200 
除湿棒・つなげて 50 

 

画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 フローリング、カーペット、ビニル床 押入れやクローゼットの除湿 

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。 

 1 回転で一気に多くのごみが取れる 

 幅 200ｍｍ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。 

◆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。 

 

 

 

 

 

◆使いたい場所にあわせて 

つなげて使えるケースに入った除湿剤 

◆詰め替え式なので、ゴミが少ない省エネ

タイプ 

◆クローゼットや押入れのすきまに入る 

コンパクトな設計 

 

 

 

 

サイズ 

全長：（最長)990mm・ （最短)520mm ケース 2 つつなげて：73mm× 55.5mm× 

472mm 1 つあたり：73mm x 55.5mm x 

239mm /標準除湿量：約 540ml 

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

floorclean-sc200/ 

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

ライン 

アップ 

本体：L サイズ、S サイズ 

スペアテープ：2 巻入り 

本体：3 連結タイプ（標準除湿量：約

810ml） 詰め替え：２P 入り、３P 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・ドラッグストアなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo-std-floorclean-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-std-floorclean-sc200/
https://www.nitoms.com/products/joshitsubo/
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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/contact/jp/

