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報道関係者各位 

 

 

まだまだ続く おうち時間 

外出控えても 換気や洗濯で忍び寄る花粉 

入り込んだらすぐ除去！ “コロコロ掃除”で快適生活 

 

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、自宅で過ごす時間が多い今、粘着

クリーナー『コロコロ』を使用した簡単な日々の掃除で快適に過ごすことを提案しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■換気で入り込む花粉をコロコロで除去 

花粉症が気になりだすこの季節。外出を控える今年は大丈夫と思っていても、知らないうちに花粉は室内に

入ってきています。花粉症対策として、玄関などで衣服についた花粉を除去する他、扉や窓を閉めてできる

限り室内への花粉の侵入を減らすことがあげられます。しかし、今年は新型コロナウィルス感染対策として

「換気」を行うため、室内に花粉が入り込んできます。また、見落としがちな侵入経路として外に干した洗

濯物に付着している場合もあります。 

ニトムズは、室内における花粉症対策としてこまめな清掃が大切だと考えています。当社が取り扱う粘着ク

リーナー『コロコロ』は、そんなこまめな清掃にお使いいただける商品です。洗濯物を取り込む時は、衣類

用の『コロコロ』で除去してから取り込むようにする。また、室内に入り込んだ花粉については、軽量でさ

っと取り出せる『コロコロ』で普段より小まめに清掃することをおすすめします。また、花粉は夜間に床に

舞い落ちてくるので、部屋に舞い上がらせる前に朝一番に清掃してしまうのも効果的です。朝一番の清掃時

に、掃除機だと近隣への音が気になる方は、静かに清掃できる『コロコロ』を使用した「サイレント清掃」

もおすすめです。 

 

■外出から帰ったら「コロコロ」習慣 

花粉の多い日や飛散量の多い時間帯はできる限り外出を避けるのが得策ですが、外出せざるを得ない時もあ

ります。そんな時は、玄関できちんと取り除き室内に侵入させないように工夫したいものです。 

令和 3 年 1 月 15 日 
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当社の調査では、手で払うだけでは衣類（綿素材）についた花粉の 6％程度しか取り除けないのに※１対し

て、粘着クリーナー『コロコロスマート』や『コロコロミニ 洋服用』を使うと、95％以上の花粉を取り除

くことができることが分かっています。※２ 

昨今、新型コロナウィルス対策として、帰宅直後に

手洗いや手指消毒を習慣化している方も多いと思い

ます。コロコロでウィルスは除去できませんが、有

害な物質を屋内に持ち込まないという視点で、帰宅

したらコロコロで花粉除去も快適なお家時間を過ご

すための習慣の一つとして提案します。 

※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 

 

■「コロコロ」掃除で花粉除去とストレス解消を 

１月８日、東京、埼玉、千葉、神奈川の１

都３県に緊急事態宣言が発令されました。

前回の緊急事態宣言発令後の昨年 5 月に、

自宅にとどまることが多かった方を対象に

実施した当社調査では、今までの生活から

変わったこととして清掃を挙げる方が約

50％もいることがわかりました。そして、

その理由は、「掃除すると落ち着く」、「ス

トレス解消になる」と掃除をすることによ

る精神的な安定を挙げる方が多くいました。 

 

長引くおうち時間を快適に過ごすために、身の回りを清潔に保ち、ストレス解消にもなる手軽にできる『コ

ロコロ』を使ったこまめな掃除をお勧めいたします。 
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参考資料 

 

 

 

 

 

推奨ポイント 
布製品についた花粉をしっかり取るので、

リピーターの多いコロコロ 

1 シートあたりのお掃除面積が従来比約 1.6

倍。ファブリックの掃除も一気にできる強

接着のコロコロ  

製品名 
コロコロハイグレード SC 強接着伸縮 L コロコロハイグレード強接着 SC 200 

本体 S 

 

画像 

  

用途 カーペット用 カーペット用 

特長 

◆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。 

 

◆カーペット用の中では一番強い粘着力を

発揮します（当社比） 

◆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。 

◆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。 

サイズ 最長：970ｍｍ 最短：610ｍｍ 全長 295ｍｍ 

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

olocolo_hg_sc/ 

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

olocolo-hg-sc200/ 

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 
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・量販店・スーパーなど 

従来品とのサイズ比較 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo-hg-sc200/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_hg_sc/
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推奨ポイント 

衣類専用のテープなので、衣類の繊維を傷

めにくく、洋服だけでなくカーテンやファ

ブリックについた花粉を取り除ける 

付属のテープを使って、玄関など好きな 

場所に設置ができるコロコロ 

外出時に必ずコロコロをする習慣で、 

身だしなみを整えることができる 

製品名 コロコロ スマート いってきますコロコロ 

 

画像 

  

 

 

 

 

 

用途 衣類用 衣類用 

特長 

◆衣類を傷めにくい 

衣類用のクリーナー。 

花粉・ほこり、ペット 

の毛を除去 

 

◆持ち手に角度がついているので、 

背面などもコロコロしやすい 

 

◆持ち手に穴が開いて

いるので、 

フックなどに掛けて、

玄関やクローゼットな

どに設置できる 

◆衣類を傷めにくい 

衣類用のクリーナー。 

花粉・ほこり、ペット 

の毛を除去 

 

◆付属のテープを使って 

玄関やクローゼットなど 

好きな場所に設置でき、 

あとから、きれいに 

取り外せる 

 

◆シンプルでスタイリッシュなデザイン 

だから、設置場所を選ばない 

サイズ 全長 246ｍｍ 全長 196mm 

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

colocolo_smart/ 
https://www.nitoms.com/special/col

ocolo-ittekimasu/ 

ラインアップ スペアテープ：2 巻入 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・量販店・スーパーなど 

https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_smart/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
https://www.nitoms.com/special/colocolo-ittekimasu/
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 ※コロコロは、株式会社ニトムズの商標登録です。 

 

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。 

推奨ポイント 

幅 80ｍｍのコンパクトなコロコロ。ピンク

のケースが可愛く、リビングなどに置いて

ソファーについた花粉やホコリなどを除去

できる 

コンパクトで携帯できるので、外出先で、

衣類についたペットの毛をさっと取り除く

ことができる。カラフルでスタイリッシュ

なので、プレゼントにも 

製品名 コロコロ ミニ洋服用 コロコロ コロフルモバイル 

 

画像 

  

用途 衣類用 衣類用 

特長 

◆衣類を傷めにくい

衣類用のクリーナ

ー。花粉・ほこり、

ペットの毛を除去 

◆幅 80ｍｍ 全長 200ｍｍの 

コンパクトサイズ 

◆リビングなどに置いてもかわいらしい 

ピンクのケース 

◆衣類を傷めにくい衣類用のクリーナー。

花粉・ほこり、ペットの毛を除去。ほこ

り、ペットの毛を除去 

◆全長約 12 ㎝。 

ポーチに入る 

サイズだから、 

 持ち運びも便利 

◆カラフルな 5 色展開 

サイズ 全長 200ｍｍ 全長 117ｍｍ 

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

olocolo_mini_clothes/ 

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

colorfull_mobile/ 

ラインアップ スペアテープ：2 巻入 
本体：5 色  

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・量販店・スーパーなど 

https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_clothes/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_clothes/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_clothes/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_mini_clothes/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
https://www.nitoms.com/products/colocolo_colorfull_mobile/
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■ 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/contact/jp/
https://www.nitoms.com/contact/jp/

