News Letter

令和 3 年 9 月 10 日

報道関係者各位

床だけじゃない！ 天井、カーテン、網戸…
面倒な場所こそ『コロコロ』シリーズでパパッと完了

ゆったりした年末叶える ざっくり大掃除術
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。年末に控える大掃
除を、『コロコロ』を使って時間をかけずに、簡単にこなす掃除術を提案します。

■ 面倒な場所の掃除こそ、ざっくり掃除で手っ取り早く終わらせる
1 年間の汚れを落とし、家を清めて新しい年を迎える準備の「大掃除」ですが、12 月の寒い時期に窓を開け
て換気をしながら、家中を大々的に掃除するのは一苦労です。また、手の届かない天井掃除や、冬場に乾く
か心配なカーテンの洗濯、外気や水の冷たさが辛い網戸掃除など「面倒な場所の掃除」は気が進まないもの
です。
しかしながら、これらの箇所の掃除は『コロコロ』の意外な得意分野でもあります。忙しい年末だからこそ
多少の手抜きをしつつ、ざっくりと掃除して、気持ちよく新年を迎えることをお勧めします。
■ 天井や壁のホコリは静電気と粘着で集め取る
手が届かない天井や壁は、床などに比べて掃除が億劫になりがちです。日々ホコリが付着し、知らず知らず
のうちに汚れている場所でもあります。天井や壁の掃除には、
「コロコロ」シリーズで唯一、粘着力だけでな
く「静電気の力」も使ってホコリを集め取る『コロコロ フローリングクリーナーみどり』が適しています。
柄の長い L タイプは全長約 91cm のため、平均的な身長の女性（158cm）が手を伸ばして使用すれば、脚立
などに上らなくても天井※1 に届きます。ポリエチレン製のテープは回転させることで静電気を帯び、ホコリ
などを引き寄せて除去します。まずは天井を掃除してから、次に壁を上から下にかけて掃除をし、最後に落
ちたホコリも含めて床清掃に取り掛かるのが効率的です。
※1

天井の高さが 240cm の場合
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■ カーテンや網戸は洗えなくても、ホコリだけは取っておく
気温が低い冬季は、カーテンなどの大きいファブリック製品は乾
きにくいため、洗濯を躊躇される方も少なくないはずです。洗濯
するのは暖かくなる春先にして、年末はホコリだけ落としておく、
というのも選択肢の 1 つです。
カーテンのホコリ除去には、ファブリックを傷めにくい衣類用の
『コロコロ スマート』が便利です。一般的な粘着クリーナーとは
異なるスティック型のフォルムなので、カーテンを吊るしたまま
の状態でもホコリを取ることができます。デリケートな生地の場
合は、静電気の力も使ってホコリを集め取る『コロコロ フローリ
ングクリーナーみどり』のほうが向いています。天井や壁と同様、
カーテンも上から下にかけてホコリを落としていくといいです。
窓際ではカーテンの他、網戸も『コロコロ』で清掃できます。網
戸の掃除は外気や水の冷たさとの戦いでもあるため、ざっくり
と、手短に終わらせられるといいでしょう。ここでも適度な粘着
力と静電気の力を用いる『コロコロ フローリングクリーナーみ
どり』を使うことで、網戸についたホコリ、土ボコリを除去する
ことが可能です※2。
※2

雨や雪などで濡れた状態の網戸には使用できません。

■ 年に 1 度はカーペットの端も清潔に
タイルカーペットなどを床一面に敷いているご家庭におすすめし
たいのが、
『コロコロ』によるカーペットの端（断面）の掃除です。
カーペットの端には、糸くずやペットの毛など繊維状のゴミが絡
みつきやすく、掃除機でもなかなか吸いきれません。日常的に端
まできれいに清掃するのは難しいので、大掃除の機会にサクッと
きれいにしてしまいましょう。
めくったカーペットの端にカーペット用の『コロコロ ハイグレー
ド強接着スカットカット 200』を沿わせるように転がせば、頑固
に絡みついていたゴミの除去が容易にできます。
■ 仕上げは床清掃
これらの面倒な場所をざっくりと掃除をしたら、最後の仕上げに
床全体のホコリを取りましょう。フローリング、カーペット、畳、
ビニール床など様々な床面からホコリを除去できる
『コロコロ フ
ロアクリン スカットカット 200』を使えば、家中を 1 本で掃除で
きます。従来の『コロコロ』に比べ、1 シートあたりの面積が約
1.6 倍にサイズアップしているので、一気にたくさんのゴミをと
ることができ、シートをめくる回数も少なくなるため掃除の時短
にも繋がります。
忙しくなりがちな年末は「大掃除だ」と意気込み過ぎず、ゆったりと年を越せるよう、手を抜ける箇所は簡
単に清掃する「ざっくり大掃除」を推奨します。
2

News Letter
▼ 関連製品のご案内
推奨
ポイント
製品名

主用途だけでなく、意外にも天井や壁、網戸

衣類用なのでカーテンのホコリ取りにも

などに使える静電気の力を用いたコロコロ

向いている、スティック型のコロコロ

コロコロ フローリングクリーナー

コロコロスマート

L みどり

画像

用途

フローリング、畳、ビニール床などの清掃
◆

◆

衣類についた花粉、ホコリの除去

フローリングをはじめ、畳やビニール床、 ◆

衣類の繊維を傷めにく

網戸の清掃にも適したコロコロ

い衣類用のコロコロ

粘着加工したポリエチレンを基材

◆

衣類についた花粉、髪
の毛、ペットの毛、ホ

として採用。転がすことで発生する

コリ、糸くず取りなど

静電気と粘着力が花粉やホコリを絡め

に最適

取る
◆
特長

ケースの柄に穴が開い
ているので、玄関先に置
いて、外出前や外出後の
お手入れに

サイズ
製品
ページ
ライン
アップ
価格
販売店

全長 915mm

全長 246mm

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

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

o_std_flooring/

o_smart/

本体：S サイズ、ワイドタイプ

スペアテープ：2 巻入

スペアテープ：2 巻入り、3 巻入り
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

カーペットに絡みつくホコリを除去。

大掃除の仕上げはこれ 1 本。

ポイント

シリーズ随一の粘着力を誇るコロコロ

様々な床に使えるマルチなコロコロ

コロコロ ハイグレード強接着

コロコロ フロアクリン

スカットカット 200 本体 S

スカットカット 200

ラグ、ソファなどファブリック製品の清掃

フローリング、カーペット、畳などの清掃

◆

◆

製品名

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

◆

特長

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

イクドット粘着加工」

弱粘着と、ゴミをしっ

を採用したコロコロ

かりキャッチする強粘

めくり口がはっきり分

着の「W 粘着加工」

かり、スパッと切れる

◆

フローリング、カーペット、畳など、

◆

めくり口がはっきり分

「スカットカット」を

かり、スパッと切れ

搭載

る「スカットカット」を

テープ幅が従来品の約 1.25 倍（200ｍ

搭載

ｍ）
、巻芯内径が約 1.3 倍（50ｍｍ）と

◆

テープ幅が従来品の約 1.25 倍（200ｍ

なり、１回転で清掃できる面積が従来

ｍ）
、巻芯内径が約 1.3 倍（50ｍｍ）と

品の約 1.6 倍にアップ。一気に清掃で

なり、１回転で清掃できる面積が従来

きる範囲が増えて時短家事にも

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

従来品とのサイズ比較
従来品とのサイズ比較

サイズ

全長 295ｍｍ

全長（最長)990mm・（最短)520mm

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

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

ページ

lo-hg-sc200/

lo-std-floorclean-sc200/

ライン

スペアテープ：2 巻入

本体：L サイズ・S サイズ

製品

アップ
価格
販売店

スペアテープ：2 巻入
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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