News Letter

令和 3 年 12 月 1 日

報道関係者各位

花粉症に苦しむイヌやネコにできること

飼い主の気配り行動で 花粉症のペットといつも仲良し
『コロコロ』で花粉を持ち込まない・近づけない
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。これからピークを
迎えるシーズンを前に、花粉症にかかったイヌ・ネコなどのペット対して飼い主ができる『コロコロ』を使
った気配りの習慣をお薦めします。

コロナ禍でペットを飼う方や、ペットと過ごす時間が多くなった方が増えました。しかし、人気ペットのイ
ヌやネコも人と同様「花粉症」にかかることや、自分のペットが花粉症かどうかを飼い主が認識していない
場合も多くあります。
花粉症のネコにはくしゃみや鼻水といった人と似た症状が多く、イヌにはアトピー性皮膚炎の症状が多いの
が特長です。アトピー性皮膚炎のイヌには指先や耳、口などの先端部や皮膚に発疹や赤みが見られたり、身
体中を掻きむしったりする様子が見られます。これらの症状に気づいたら花粉症を疑い、動物病院で診察を
受けることを推奨します。

▼飼い主の気配りで 花粉症のペットも暮らしやすく
人だけでなく、現代を生きるペットたちにも花粉症は大きな悩みです。できるだけ室内に花粉を侵入させな
いと同時に、侵入させてしまった花粉は速やかに除去し、花粉症の症状を出にくくすることが、愛するペッ
トたちの QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上につながるに違いありません。大切なペットを花粉症の
つらさから守るためにも、ペットが花粉症と診断されたら可能な限り花粉から遠ざけるのに『コロコロ』が
役立ちます。
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例えば、散歩は花粉飛散が比較的少ない朝方にした
り、こまめに毛を洗ってあげたり、普段より念入りに
ブラッシングをしてあげるなど、飼い主のちょっとし
た気配りで花粉との接触を削減させることができま
す。また、ペット用のタオルケットやベッドを洗った
際は室内干しをすることで、屋外の花粉が付着するこ
とを未然に防ぐことができます。やむを得ず外干しし
た場合には、取り込んだらすぐに『コロコロ』などで
花粉を除去することも、ペットの花粉症対策として飼
い主ができるワンアクションです。
『コロコロ』シリ
ーズ随一の粘着力を誇る『コロコロ ハイグレード SC 強接着』は、花粉だけでなくペットの抜け毛やホコ
リなども一緒に取り除くことができ、ペット用のファブリック製品を清潔に保つことができます。

▼玄関での『コロコロ』で 室内に花粉を持ち込まない
飼い主自身が花粉症でなくても、外出先から帰宅した
ら、居室内に入る前に衣類に付着した花粉を『コロコ
ロ』で除去し、
「花粉を自宅に持ち込まない」こと
も、花粉症のペットと同居している場合に有効です。
手で払っただけでは 6％ほどしか取れない花粉も、衣
類用の『コロコロ スマート』や『コロコロミニ 洋服
用』を使えば 95％以上の花粉を取り除くことができ
ます。衣類用の『コロコロ』は生地を傷めずに花粉や
ホコリを除去することができるので、安心して使用で
きます。
※1 綿生地上に疑似花粉（石松子）を付着させ、手で払った後の
花粉残存率に対する自社試験結果による。
※2 外部機関（(財)ボーケン品質評価機構）による、綿生地上に
疑似花粉（石松子）を付着させ、粘着クリーナー『コロコロ
スマート』または『コロコロミニ 洋服用』を片方向 3 回転
させた後の花粉残存率に対する試験結果による。
（報告書：No. 25020004622）

家族同然のペットと心地よく暮らすために、ペットが花粉症と診断された場合はできる限り花粉を遠ざけた
り、室内に持ち込まない習慣を取り入れることをお薦めします。
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▼ 関連製品のご案内
推奨
ポイント
製品名

ペット用ベッドなどについた花粉を除去。
シリーズ随一の粘着力を誇るコロコロ
コロコロ ハイグレード強接着

静電気パワーで花粉やホコリを絡め取る
フローリングに使用できるコロコロ

スカットカット 200 本体 S

コロコロ フローリングクリーナー
L みどり

ラグ、ソファなどファブリック製品の清掃

フローリング、畳、ビニール床などの清掃

◆

◆

画像

用途

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

◆

フローリングをはじめ、畳やビニール
床、網戸の清掃にも適したコロコロ

◆

粘着加工したポリエチレンを基材

イクドット粘着加工」

として採用。転がすことで発生する

を採用したコロコロ

静電気と粘着力が花粉やホコリを絡め

めくり口がはっきり分

取る

かり、スパッと切れる
「スカットカット」を
搭載
◆
特長

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
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家事にも

従来品とのサイズ比較

サイズ
製品
ページ
ライン

全長 295ｍｍ

全長 915mm

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

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

lo-hg-sc200/

lo_std_flooring/

スペアテープ：2 巻入

本体：S サイズ、ワイドタイプ
スペアテープ：2 巻入り、3 巻入り

アップ
価格
販売店

ワイドタイプ 2 巻入り
オープン価格
全国のホームセンター・スーパー・ドラッグストアなど
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推奨
ポイント
製品名

玄関やお部屋の入口等に設置できる。

コンパクトで、サッと使える洋服用。

入室前に、花粉を除去する習慣づくりに

取り込んだ洗濯物についた花粉を除去

コロコロスマート

コロコロミニ 洋服用

衣類についた花粉、ホコリの除去

衣類についた花粉、ホコリの除去

◆

◆

画像

用途

◆

特長
◆

衣類の繊維を傷めない

スーツ、礼服、学生

衣類用のコロコロ

服、ベロア素材の洋服

衣類についた花粉、髪

などについた花粉やホ

の毛、ペットの毛、ホ

コリを布地を傷めず、

コリ、糸くず取りなど

しっかり取ることがで

に最適

きるコロコロ

ケースの柄に穴が開い

◆

テープ幅 80ｍｍ、全長 200mm のミニ

ているので、玄関先に

サイズで小回りがきき、置く場所にも

置いて、外出前や外出

困らない

後のお手入れに
サイズ

全長 246mm

全長 200mm

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

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

ページ

o_smart/

o_mini_clothes/

ライン

スペアテープ：2 巻入

スペアテープ：2 巻入

製品

アップ
価格
販売店

オープン価格
全国のホームセンター・スーパー・ドラッグストアなど

※『コロコロ』は、Nitto グループの商標です。
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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

代表者

代表取締役

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

品川シーサイドパークタワー7 階

中村 晃章

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

TEL：03-6631-1663

ブランド企画部

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/
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