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報道関係者各位 

 

 

ダニの死骸や糞の除去率 96％の『コロコロ』で、健康な暮らしを 

「サイレント掃除」習慣で、秋のハウスダスト対策 

 

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、秋に増えるハウスダスト対策とし

て、近隣への音漏れを気にせず清掃ができる『コロコロ』を使った「サイレント掃除」をご提案します。 

当社が提案する「サイレント掃除」とは、 近隣への音漏れが気になる早朝や深夜などの時間帯でも、粘着

クリーナー『コロコロ』や フローリングワイパーなど静かに清掃できるアイテムを活用することで、ご自

身のライフスタイルに合わせた時間に清掃をすることです。 

  

 

 

アレルギー症状を起こす原因の一つが、「ハウスダスト」です。ハウスダストには、衣類などの繊維 クズ 、ダ

ニの死骸や排泄物（フン）、ペットの毛、花粉、タバコの煙、カビなど様々なものが含まれます。秋 にハ ウス

ダストが増えると言われているのは、梅雨から夏にかけて繁殖したダニが死滅し、そのダニの糞や 死骸 がハ

ウスダストとなるからです。アレルギーの原因ともなるハウスダスト対策として、ダニ対策は重要 な要 素と

なります。 

ダニは、湿気のある場所を好み、人の皮脂やフケなどを栄養源として繁殖をしていきます。布団や 寝具 、カ

ーペットなどのファブリック製品は、ダニの温床となっています。夏の間は、繁殖を防ぐために、 秋に は死

滅したダニを除去するために、こまめな清掃が基本的で効果的な対策です。 

 

 

ハウスダストは、空気中を浮遊し時間をかけてゆっくり舞い降りてきます。人の動きとともに空気は流れ、

床に落ちたチリも舞い上がるので、ハウスダストは常に空気中に蔓延しているような状態になります。ハウ

スダスト対策として清掃に適したタイミングは、室内で人が動く前、つまり起床直後や帰宅直後です。なぜ

なら、ハウスダストが床に落ちている状態を狙い打ちできるからです。さらに、ホコリを舞い上がらせない

▼ 秋にハウスダストが増える理由は、夏に繁殖したダニの死骸 

▼ ハウスダストが舞い上がる前に、「コロコロ」で除去 

▼  
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ように清掃することもコツです。 

そこで、朝や夜など、近隣への音漏れが気になる時間帯には、音が出にくい『コロコロ』やフローリングワ

イパーを使った「サイレント掃除」をおすすめします。また、排気が出る掃除機とは異なり、ハウスダスト

を舞い上がらせずキャッチする『コロコロ』やフローリングワイパーは、ハウスダストの清掃に適したアイ

テムです。 

 

 

『コロコロ』は、ダニの死骸や糞などの除去も行えます。当社の実験結果では、『コロコロ』の中で一番の

粘着力を誇る『コロコロ ハイグレード SC 強接着』、フローリングにもカーペットにも使える『コロコロ 

フロアクリン SC』をベッドシーツの上で 2 回転がしたときのダニの死骸や糞などの除去率は約 96％で、転

がすだけの手軽さでダニアレルゲンの対策を行えることが分かっています。 

 
※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 ハイグレード SC 強接着』および『コロコロ フロアク

リン SC』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。 

 

当社では、今後も『コロコロ』の手軽に清掃できる利点を活かした、人々の健康で快適な暮らしに貢献でき

る情報を提供していきます。 

 

コロコロ 

1983 年に当社が開発した粘着クリーナー。ゴミをくっつけて取り除くという新発想が世の中のお掃除シー

ンに受け入れられ、長きにわたり支持され続けるヒット製品です。発売当初はカーペット用のみでしたが、

環境変化に合わせて進化を続け、現在ではフローリング兼用やスマートフォンの指紋除去用など様々なシー

ンとニーズに応えるラインアップを展開しています。発売から 39 周年を迎える本年は、キャンペーンなど

お客様への感謝の気持ちを伝える企画を随時実施していきます。 

39 周年特設サイト：https://www.nitoms.com/campaign/colocolo/39th/ 

50% 60% 70% 80% 90% 100%

掃除機（１回）

フロアクリンSC（2回）

ハイグレードSC強接着（2回）

ボックスシーツにおけるコナヒョウヒダニの死骸、糞などの除去率

▼ 『コロコロ』のダニ死骸、糞の除去率は 96％ 

▼  

※『コロコロ』は、Nitto グループの登録商標です。 

初代のコロコロ（1983 年） 

カーペットの清掃用品として誕生 

指紋コロコロミニ（2014 年） 

スマートフォンの皮脂汚れを除去 

コロコロ フロアクリン（2006 年） 

フローリングなど様々な床に使用可能 
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▼ 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 

寝具やフローリングに落ちたハウスダス ト

に。様々なシーンで使えるマルチなコロコロ 

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 SC 

画像 

 
 

用途 カーペット等ファブリック製品の清掃 フローリング、カーペット、畳の清掃 

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

細かいホコリも除去 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 

 

◆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 

「ダブル粘着加工」 

 

◆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)970mm・（最短)610mm 

製品 

ページ 

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

o_hg_sc/ 

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

o_std_floorclean_sc/ 

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、3 巻入、4 巻入 

本体：伸縮タイプ、ジョイントトレイタイプ 

スペアテープ：3 巻入、4 巻入 

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、オンラインストアなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_std_floorclean_sc/
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推奨 

ポイント 

布団や寝具、ファブリック製品の清掃に。 

1 回転で、広い面積を一気に清掃 

フローリングからファブリックまで。 

1 回転で、広い面積を一気に清掃 

製品名 
コロコロ ハイグレード強接着 

スカットカット 200 

コロコロ フロアクリン 

スカットカット 200 

画像 

 

 

用途 ラグ、ソファなどのファブリック製品の清掃 フローリング、カーペット、畳の清掃 

特長 

◆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

イクドット粘着加工」を

採用したコロコロ 

 

◆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 

 

 

◆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

面積が従来品の約

1.6 倍に。一気に清掃 

できる範囲が増えて時短家事にも 

◆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

品の約 1.6 倍に。一気に清掃できる範囲が増

えて時短家事にも。 

 

◆フローリングの床やカーペット、ビニール

床、畳などいろいろな床に使用できる 

 

◆ め く り や す く  

て、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)630mm 

製品 

ページ 

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

o-hg-sc200/ 

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

o_smart/ 

ライン 

アップ 

本体：S サイズ 

スペアテープ：2 巻入 

本体：L サイズ、S サイズ 

スペアテープ：2 巻入 

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、オンラインストアなど 

従来品とのサイズ比較 

従来品とのサイズ比較 

https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
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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（2022 年 4 月 1 日現在） 

社員数  383 名（2022 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 経営インフラ統括部 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/

