
花粉症対策 

職場の環境対策を 
してはいかがですか？ 



花粉症による仕事への支障 

Q.花粉症は仕事のパフォーマンス、 

  すなわち労働生産性にマイナスの 
   影響を与えるものとお考えでしょうか？ 

92

% 

8% 

はい 

いいえ 

90％以上がマイナスの 

影響を与えると回答。 

花粉症の症状は仕事へ 
大きな支障をきたし、 

労働生産性を低下させて 
いることが明らかに！ 

＼つらい花粉症のお悩みを解決するアイテムたちをご紹介！／ 

花粉症で仕事効率は 

3割ダウン 

お客様との電話対応時、 
鼻づまりがひどく喉が痛くて 
声が出なくつらい 

働く人たちの 

声 
現場作業の際に、 
目がかゆくて集中できない 

平常時 花粉症 

DOWN 

仕事場での苦慮が 
うかがえる声が多数・・・ 



豆 知 識 

コロコロフロアクリン 本体 伸縮シャフトL 
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花粉症のルーツ 

花粉が原因となるアレルギーが花粉症ですが、イギリスのBostockが最初にこの病気を記載した当時は、牧草の『枯草』と接触した 

ため発病したと考えられ、枯草熱と名付けられた。欧米では今なお、枯草熱（hay fever）と呼ぶことが多い。 

●サイズ：幅65mm×長さ65mm 
●全長：246mm 
●テープサイズ：幅100mm×50周巻 
●芯径：45mm 
●ミシン目：あり 
●重量：115g 
●材質：《テープ》特殊粘着加工紙 
      《本体》ポリエチレン 
      《ケース》ポリプロピレン  

ケアたのめーる 
Vol.20 P.387 

コロコロで花粉を除去！～出入口付近に～ 

衣類や肩まわりについたほこり・花粉を除去 
コロコロスマート 洋服用 

手で払う 

6％除去 

100% 94% 100% 

8.7% 

Before After Before After

コロコロ 

90％以上除去 

▼花粉除去率結果 

※ PM2.5に模した試験 

手で払うと コロコロ®だと 

飛散率の違い！ 

逆効果・・・ 

●サイズ：《幅》160mm、《全長》610～970mm 
●テープサイズ：幅160mm×30周巻  
●芯径：38mm 
●ミシン目：あり 
●重量：410g 
●材質：《テープ》特殊スジ塗り粘着加工紙 
      《シャフト》防錆処理鉄線 

160-3592 
お申込番号 

1,274円（税込） 

ケアたのめーる 
Vol.20 P.387 

指先を入れて 
つまみを中に 
たおすだけの 
取替簡単な新プラ芯。 

565-9708 
お申込番号 

356円（税込） 
衣類を強く叩くと花粉が舞い、 
鼻や口で吸ってしまう・・・ 

コロコロは花粉が舞いにくく、 

約90％以上除去！ 

W粘着テープ 

こそうねつ 

花粉は 
コロコロで取れるの？ 角度付グリップで 

肩まわりも使いやすい！ 
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掃除機・雑巾がけが1枚で！ 

クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 

●シートサイズ：約205×285mm 
●入数：32枚 
●成分：エタノール、界面活性剤（アルキルアミンオキシド）、除菌剤、香料 
●材質：ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン 
●液性：弱アルカリ性 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.888 

掃除をこまめに・・・ 
防いでいるつもりでも、室内にはかなり花粉が侵入しているので掃除をこまめに行いましょう。 
床がフローリングであれば毎日拭き掃除を行うと効果的。また、きれいな室内はダニアレルギー対策にも！ 

こまめな掃除が肝心に！～室内のお掃除に～ 

クイックルワイパー Fit&Catch  

●タイプ：組立式 
●全長：1100mm 
●ヘッドサイズ：タテ100×ヨコ250mm 
●重量：340g 
●セット内容：ワイパー 1個 
         立体吸着ドライシート 1枚入 
         立体吸着ウエットシート〈香り残らないタイプ〉 1枚入  

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.888 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 161-1375 1,800円 

1セット（3パック入） 967-5414 4,843円 

幅広・業務用ワイパー 
クイックルワイパー 業務用 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 165-1182 1,069円 

1セット（3パック入） 764-6577 3,110円 

1セット（10パック入） 764-6584 9,828円 

床面にしっかりフィットするヘッド部分がゴミを捕集 

567-6899 
お申込番号 

3,024円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.886 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 262-5762 2,052円 

1セット（4パック入） 765-4725 7,257円 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.886 

ラウンド形状ヘッド 

●全長：1300mm 
●ヘッドサイズ：タテ約110×ヨコ500mm 
●セット内容：本体、ドライ＆ウエットシート各2枚  

立体構造のウエットシートでホコリ・髪の毛、 
菌まで一度に拭きとれる！ 

クイックルワイパー 立体吸着業務用ウエットシート 

●シートサイズ：約205×540mm 
●入数：30枚  

専用シート 専用シート 
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プラズマクラスター空気清浄機  

65畳の大空間をカバーする業務用空気清浄機 

262-7629 
お申込番号 

156,600円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.675 

空気中の花粉を徹底排除して快適空間に！～執務室に～ 

花粉症の合併症!? 
花粉症には、他の抗原によるアレルギー性鼻炎や結膜炎、アトピー性皮膚炎、喘息などのアレルギー疾患が合併しやすい。 

手ごわい花粉をパワフル吸引＆たっぷり加湿のハイクラス 

●サイズ：W398×D238（＋下部含む279）×H640mm  
●適用床面積：《空気清浄時》31畳、《加湿時》19畳 
●風量：6.7～1.1m³/分 
●運転音：54～18dB 
●イオン：ナノイーX 
●重量：約10.2kg 
●消費電力：60～5.5W  
●フィルター交換目安：約10年 
●加湿能力：700ml/h 
●タンク容量：約3.2L 
●キャスター付 
※重量は本体のみ。 

加湿空気清浄機 ホワイト  

068-7036 
お申込番号 

72,144円（税込） カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.674 

様々な有害物質を抑制する 
OHラジカルを「ナノイー」の10倍の量を 
含んでいる微粒子イオン。 
花粉やニオイなど様々な空気汚れを 
パワフル抑制！！ 

STOP！ 日本全国13種の 
花粉を抑制 

「ナノイーX」とは？ 

●サイズ：W549×D327×H818mm 
●適用床面積：《空気清浄時》65畳 
●風量：14～3.2m³/分 
●運転音：55～26dB 
●イオン：高濃度プラズマクラスター25000 
●フィルター種類：集じん、脱臭一体型フィルター 
●重量：約21kg 
●消費電力：123～7.7W 
●フィルター交換目安：約2年 
●交換用フィルター：FZ-14EXSF 
※重量は本体のみ。 

静電HEPA 
フィルター 

集じん性能を数値化した「CADR」において 
全ての項目で最高値を獲得 

タバコ煙除去 

CARD＝450cfm以上 

最高値 

ホコリ除去 

CARD＝400cfm以上 

最高値 

花粉除去 

最高値 
CARD＝450cfm以上 

ダブル 
搭載 

高性能脱臭 
フィルター 

微小な粒子やさまざまなニオイを 
しっかりキャッチする高性能フィルター 

※画像はイメージです。 
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止まらない鼻水・涙に！～鼻に優しいティッシュ編～ 

エリエール ローションティシュー贅沢保湿 

ヒアルロン酸配合でしっとり感UP！ 

●内容量：400枚（200組） 
●BOXサイズ：W243×D110×H90mm 
●材質：パルプ100％  

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.877 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 
（3箱） 067-8258 606円 

1セット 
（3箱×10パック） 768-2162 5,486円 

しっとりしているので 
鼻に優しい！ 

新Ｗ保湿でカサカサお肌にしっとりタッチ 
ネピア 鼻セレブティッシュボックス 

●内容量：400枚（200組） 
●成分：ソルビット、天然グリセリン、天然由来スクワラン 
●BOXサイズ：W248×D119×H94mm  
●材質：フレッシュパルプ100％ 

ダブル保湿に加え、 
「天然由来スクワラン」を配合！ 

やわらかくしっとりとした、お肌にやさしい保湿ティシュー 

クリネックス ローションティシュー 肌うるる  

ケアたのめーる 
Vol.20 P.380 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 
（3箱） 067-0672 718円 

1セット 
（3箱×10パック） 768-1295 6,458円 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 
（3箱） 267-6265 660円 

1セット 
（3箱×10パック） 966-8829 5,983円 

●内容量：408枚（204組） 
●材質：パルプ100％  

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 
（3箱） 162-3804 343円 

1セット 
（3箱×16パック） 967-5308 4,769円 

デリケートな肌にやさしいコットン入り 
ティッシュペーパー(コットンフィール)  

●内容量：320枚（160組） 
●BOXサイズ：W243×D115×H80mm 
●材質：パルプ＋コットンリンターパルプ 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.877 

ケアたのめーる 
Vol.20 P.380 

雨・曇りの日は花粉が少ない！？ 
花粉の飛散は少ないと思われます。しかし雨の日の翌日は雨で落ちた花粉が乾いて再び飛散するので、 
飛散する量はかえって多くなります。 
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場所を取らないシンプルなティッシュボックス 

●サイズ：W290×D138×H74mm 
●色：ホワイト 
●耐荷重：約1kg 
●材質：《本体・取付け板》スチロール樹脂 
      《マグネット》異方性フェライトゴム磁石  

568-8214 
お申込番号 

610円（税込） 

マグネット付ティッシュペーパーボックス 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.878 

止まらない鼻水・涙に！～コスパよく＆備品編～ 

スコッティ ティシュー 

たっぷり使えるボリュームパック 

768-7464 
お申込番号 

3,784円（税込） 

●BOXサイズ：W229×H45mm 
●内容量：400枚（200組） 
●入数：60箱（5箱×12パック） 

スコッティ専用マグネットバー くっつくん  

●サイズ：W23×D3×H175mm 
●材質：磁石、プラスチック 

566-5198 
お申込番号 

380円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.878 

専用マグネットバー 
「くっつくん」使用可能！ 

デスク脇などにピタッ！ 
箱裏面の両サイドにある 
専用挿入口に差し込み 

注射1本で花粉症が治る？ 
1回の注射で治るような治療法はない。ステロイド筋肉注射で行う治療法もあるが、ステロイド点鼻薬とは異なり、 
日本アレルギー学会や日本耳鼻科学会などの専門医が属する団体では安易に行うことに対して注意喚起している。 

持ち運びや水周りでも使いやすいフィルムパックティッシュ 
ソフトパックティッシュ Funny Line 

入数 お申込番号 価格(税込） 

1パック 
（5個） 261-9600 224円 

1セット 
（5個×20パック） 765-3827 3,888円 

●BOXサイズ：約W215×D105×H42mm 
●内容量：300枚（150組）  
●材質：パルプ100％ 

通常の箱タイプと異なり 
ゴミを大幅に削減。 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.874 

マグネット2枚付 
冷蔵庫等に 
 設置可能！ 
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メディカルマスク 3PLY ホワイト 

ほこり、花粉などの侵入を防ぎます 

●マスク形状：プリーツ型 
●サイズ：約175×95mm 
●入数：50枚 
●BFE：≧99％ 
●PFE：≧99％ 
●材質：《本体》ポリプロピレン 
      《耳ひも》ポリウレタンゴム 
      《ノーズピース》ポリエチレン 
●3層式 

ケアたのめーる 
Vol.20 P.204 

忌々しい花粉を防ぐ必需品～営業さんや倉庫の方に～ 

息らくらく口もと快適マスク  

呼吸のしやすさにこだわった日本製マスク 

ケアたのめーる 
Vol.20 P.206 

069-4928 
お申込番号 

598円（税込） 

●マスク形状：プリーツ型 
●サイズ：約175×90mm 
●入数：30枚 
●BFE：≧95％ 
●材質：《本体》ポリプロピレン、ポリエステル 
      《耳ゴム》ポリエステル、ポリウレタン 
      《センターワイヤー》ポリプロピレン  
●3層式  

花粉症増加の背景 
いまや国民病だが、意外なことに戦後初めて報告された新しい病気。1960年代から約40年間で激増した。 
理由：①スギ花粉の増加 ②排気ガス・大気汚染 ③食環境の変化・不規則な生活リズム ④住宅環境の変化 

3層構造のフィルターで咳などの飛沫や花粉を 
しっかりキャッチ 

サージカルマスク  

260-4282 
お申込番号 

369円（税込） 

●サイズ：約95×175mm 
●平ゴム：3mm 
●入数：50枚 
●BFE：99％以上 
●PFE：99％以上 
●VFE：99％以上 
●材質：ポリプロピレン、スパンデックス、ポリエチレン  
●3層式 

069-3860 
お申込番号 

237円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.812 

耳が痛くなりにくい幅広な平ゴム 
耳に優しいマスク  

461-2418 
お申込番号 

267円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.812 

●サイズ：約175×95mm 
●入数：50枚 
●BFE：99％ 
●PFE：99％ 
●材質：ポリプロピレン、ポリエステル、ポリオレフィン、ナイロン  
●3層式 
●平ゴム 


