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蚊の種類 ヒトスジシマカ

刺す時間帯 夕方、朝（日中が中心）

吸血行動 待ち伏せ型

生息地 人家、やぶ、公園、墓
地

寿命 約1ヶ月

越冬 卵で越冬する
（成虫は越冬できない）

卵の数 50個程度の塊

ヒトスジシマカの生態

P1

孵化から成虫までに約15日間を要する

卵（２～３日）

ボウフラ（７～１０日）

サナギ（３日）

蚊成虫（約３０日）

• 蚊の誘引

呼気に含まれる炭酸ガス（二酸化炭素）などに誘引される

誘引する距離は半径4～5m（人の場合）
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出典：国立感染症研究所 感染症媒介蚊対策に関する検討

夕方、朝に吸血活動が も活発になる
藪の中に潜み、吸血源を待ち伏せする

P2

ヒトスジシマカの生態
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出典：国立感染症研究所
デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き（地方公共団体向け）
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ヒトスジシマカの生態
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P4

出典：国立感染症研究所
今般、国内で発生したデング熱流行と媒介蚊対策について 2015/10/8

国内におけるデング熱媒介蚊対策フローチャート、来季に向けた蚊対策スケジュール
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【CDCミニチュアライトトラップ#512】

CDCトラップ＃512の仕掛け方
①新聞紙で固く包んだドライアイスを用意します。（東京都の場合1回2kg）
②発泡スチロールのような保冷性の高い容器に入れフタを締めます。

（わずかな隙間から炭酸ガスが漏れでるようにします）

③樹陰に高さ1.6～1.8mになるように吊るします。
④CDCトラップのすぐ上斜め横にドライアイスを設置します。
⑤CDCトラップを日暮れ頃から明け方近くまでの蚊が活発になる時間帯を含んだ夜間に捕集を行います。
⑥ウイルス保有の有無を調べる場合

網の真ん中辺りにあるヒモを使用し網をしばります。
⑦電源を切り、本体から網と採集カップを取り外します。
⑧設置日時、設置場所を記載したメモを一緒にビニール袋に入れます。
⑨ドライアイスの入ったクーラーボックスや発泡スチロールに入れて、検査機関まで運びます。

注意：蚊の生息域に入るときは、長袖･長ズボンを着用し、虫除け剤を使用します。

【8分間人囮法】

８分間人囮法の行い方
①捕集ポイントに立ちます。
②静かにヒトスジシマカの飛来を待ちます。特に腰から下に飛来することが多いように見受けられるので、

前後共に足下に注意を払います。
③ヒトスジシマカが飛来すると、殺さないようにやさしく網を振ります。捕らえた蚊が逃げないように網を手で

握って口を閉じます。または、網の口を下に向けて、金具枠から網を垂らして口を閉じます。
④ウイルス保有の有無を調べる場合

採集カップを脇に固定し、吸虫管を使用して捕虫網から採集カップに蚊を移します。
⑤設置日時、設置場所を記載したメモを一緒にビニール袋に入れます。
⑥ドライアイスの入ったクーラーボックスや発泡スチロールに入れて、検査機関まで運びます。
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生息密度調査器具（蚊成虫・幼虫）
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蚊の生息調査キット（成虫・幼虫）
蚊成虫・幼虫の生息調査に必要な用具をまとめてキットにしました。

わかりやすい
マニュアル付き
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生息密度調査器具（蚊成虫・幼虫）
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伸縮ハンドル柄杓 数量：1本

スポイト大 数量：1個

ストレーナー 数量：1本

洗浄瓶（500mL） 数量：1本

白バット（2.8L） 数量：1個

ピンセット（150mm＋125mm） 数量：1本ずつ

ピペット（2mL） 数量：2本

蚊の幼虫を捕集するのに使用します。蚊の種類によってすくい方
が異なりますが、ヒトスジシマカの場合、水面に柄杓を沈めるように
すれば、幼虫は流れ入ります。30秒程待つと、一度逃げた幼虫も
再び水面に浮いてきて入ります。内側に目盛りがあり、250mLを計
りとることができ、１L当りの密度を指数化する場合に便利です。

柄杓やストレーナーですくえない
小さな水溜り、水深の浅い水溜り、
細くて深い水溜り等で、水ごと幼虫を
採集するのに使用します。
例）竹の切り株、タイヤの内側、
食品容器、ビニル袋等の水溜り

サイズ：60～144cm

柄杓で水をすくえない、小さな水溜り
の幼虫を採集するのに使用。
あるいは、柄杓ですくった水を
ストレーナーに直接流し込み、幼虫を
抽出する事もあります。また、種類別、
齢別に仕分ける時にも使用します。

ストレーナーの中の幼虫を、採集容器等に
移し変える時に、握って水を出して流し入れます。

サイズ：322×231×52（mm）
柄杓ですくった水を移し、幼虫を
ピペットで吸い取りながら、齢別に
仕分けて捕獲数を数えるときに
使用します。底の白いバットは
幼虫を見つけやくなっています。

幼虫をすくった際に、ゴミを取り除くのに
使用します。また、成虫を種類別、
雌雄別に仕分けする時にも使用します。

幼虫を仕分けするのに使用します。
スポイトの色を赤と白に分けているので、
使い分けしたいときに便利。
大き目の幼虫や蛹を吸えるように
先端の内径の太い所でカットしています。

採集容器（遠沈管）50mL 数量：25本

絶縁テープ白（19mm×10m） 数量：1個

油性ペン（小） 数量：1本

捕虫網（直径42cm） 数量：1個

吸虫管（形式：並型） 数量：1個

採集容器（プラカップ）320mL 数量：20個

取手付き折り畳みコンテナ（16L） 数量：1個

幼虫の調査場所1ヶ所につき、
1本を使用します。専用のスタンドに
立てると整理しやすいです。
洗って再利用も出来ます。
幼虫を殺すときは、水を半分にして
お湯を注ぎ入れるのがオススメです。

採集容器等に適当な大きさに切って貼り、
捕獲場所を記入します。
採集容器を再利用する時には、テープを
貼り直すと容器が無駄にならずオススメです。

採集容器に採集場所を記すのに使用します。

人囮法で蚊を捕集時に使用します。蚊が
近寄ってきたときに、殺さないように優しく
網を振ります。絶えず振り続けると寄って
来ませんので注意して下さい。
ウイルス検査時に寸前まで生きていた
蚊を用いると、死んでいたものを使うより
感度が良いです。

捕虫網から採集容器（プラカップ）に
蚊を移すのに使用します。
長い方の管を口にくわえ、短い方を
網に入れて蚊を吸い込みます。
短い方の管を採集容器（プラカップ）
の差込口に差し込んで吹き出します。

捕獲した蚊を、生きたまま運ぶのに
使用します。ミニストッキングを被せて、
約半回転絞り、さらに被せる事で
伸縮性のある差込口が出来ます。
セットには見本を同梱しています。
マニュアルに作成方法の動画を見る
アドレスが記載されています。

調査用具を運ぶために使用します。
まるごと水で洗った後も水切りがしやすい。
コンテナを積み重ねる事が出来ます。
使用しない時は折り畳んで収納できます。

上記同梱物に加え、わかりやすいマニュアルも同梱しています。
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生息密度調査器具（蚊成虫・幼虫）

※色、デザイン、仕様などは予告なく変更する場合があります。



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

CDC型ミニチュアライトトラップ＃512

国内外で使われるスタンダードな機種です。国内の

採用実績の一部を例にあげると、国立感染症研究所、
成田検疫所、横浜市衛生研究所、西宮市保健所、
東京大学、長崎大学熱帯医学研究所など多くの
研究所で採用されています。ドライアイスや炭酸ガス
ボンベを併設して蚊をトラップにおびき寄せます。

高さ 43cm
（吊った際の屋根カバーから採集容器までの高さ）
屋根カバーの直径 35cm
採集容器の直径 11.5cm
採集容器の高さ 10.5cm
重量 0.7kg
防水型電池BOX（別売単一乾電池4本使用）
色やデザインは予告なく変更になる場合があります。

蚊を生きたまま捕獲出来るトラップ
ウイルス保有状況の調査に！

CDC Miniature Light Trap の開発

1962年にCDC(Center for Disease Control and Prevention・米疾病予防管理センター)が
開発したCDC Miniature Light Trapです。いわばNJ型の改良ともいえるミニは、蚊類を生きた
まま捕らえ、乾電池で作動するポータブルな捕獲器という利点を備え、どんな調査地域にも
適応できます。このため、米国内にとどまらず世界中の大学や国の研究機関が、
蚊のサーベイランスにこぞって用いるようになりました。

商品特長
1.蚊を傷つけない

蚊類をプロペラで傷つけない、弱らないようにするなどを考慮し、生きたまま捕らえる設計になっています。

2.乾電池で作動するポータブルな捕獲器
乾電池で作動するポータブルな捕獲器という利点を備え、どんな調査地域にも適応できます。
このため、米国内にとどまらず世界中の大学や国の研究機関で用いられています。

3.世界中で使われているスタンダード機種
国際的に有力なジャーナルに数多く収載されており、当商品を用いた殺虫剤の実地効力試験の
効果判定報告例等は、調査地域や年代を問わず、それぞれを比較検討することができます。
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生息密度調査器具（蚊成虫・幼虫）
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蚊の誘引剤として使用するドライアイスから発生する二酸化炭素を少しずつ放出させる
保冷コンテナです。本体下部に二酸化炭素を放出する穴がついています。
その下のフックでCDCトラップ512を吊り下げる事ができます。

CDCトラップ512を吊り下げて使用します。
ポールを回すだけで好みの高さに
調整する事ができます。（107～190cm）

CDCトラップ512用吊り下げスタンド

CDCトラップ512用ドライアイスコンテナ

商品詳細

重量(kg) 1.2

アーム寸法(mm) Φ6×200 

組立寸法（mm） 700×600×1070～1900 

収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070
(スタンド)100×80×600 

※モスベイト（炭酸ガス用カートリッジ）は販売終了となりました。

木に吊り下げる紐

CDCを吊り下げるフック

二酸化炭素を一定量放
出する為に二重底

JohnWHock

二酸化炭素を
放出する空気穴

ドライアイスを
入れる保冷容器
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生息密度調査器具（蚊成虫・幼虫）
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蚊成虫の駆除について

P10

当社ホームページの「PMPNEWS」にて害虫駆除や
感染症対策などの役立つ情報を公開しています。
Yahooで「鵬図商事」「ほうとしょうじ」で検索して下さい。

感染症媒介昆虫の広域防除
HOHTO PMP NEWS VoL.318より抜粋
著者：鵬図商事株式会社 顧問 岩本龍彦

右記QRコードを読み取ると
当社ホームページに簡単に

アクセス出来ます！

インドネシアやタイで頻繁に起こる大規模な洪水の際にも、デング熱媒介蚊対策にスイング
フォッグ機が採用されています。スイングフォッグ（SN‐50）を用いた場合、トラックの上から
噴霧するのが良いでしょう。粒径5μm以上（中央値20μm）で1分間あたりの吐出量を約350mL
とし、トラックを毎時8～24kmで走らせて煙霧の流れを観察しながら対象区域全域をくまなく
カバーします。その際、煙霧粒子（エアロゾル）の径が5ミクロン未満だと、蚊成虫の虫体に
付着しにくい上、ひとつの粒子に含まれる殺虫剤の量も少ないので、効果が出にくい
（Bayer PubLic heaLth,B.L.Dietrich 1998）と考えられています。
ULVまたは加熱煙霧の粒子は風に流されやすく、また、風の流れに乗せて薬剤の到達を
図る事が肝要なので、施工時の気象条件に配慮する必要があります。日本の気象庁が
定めるビューフォートの風力階級表（F.Beaufort,1806)を利用すると良いでしょう。
風力階級は階級0の静穏から同12颶風（グフウ）まで13段階ありますが、風に流されやすい
煙霧やULV粒子を的確に拡散させるには、風力0～せいぜい4までが限度（Dietrich)です。
気象庁は具体的に次のように定義（風速は日本では10分間の平均を用いる）しています。

階級 階級1 階級2 階級3 階級4

階級名 至軽風 軽風 軟風 和風

風速 0.3～1.5m/s 1.6~3.3m/s 3.4~5.4m/s 5.5~7.9m/s

様子 煙は風向きがわかる程
度にたなびく

顔に風を感じる。
木の葉が動く

木の葉や小枝が
たえず動く

砂埃がたち、
紙片が舞い上がる

※注 m/sは秒速メートル

書籍のご紹介

「もっと知りたいIPM」
岩本龍彦（著）

シーエムシー出版

IPM先進国アメリカの寄稿家J.Dragonの目で
HOHTO PMP NEWSに掲載した記事をはじめ
PCOの起源から総合的有害生物管理による

グリーンビジネスへの発展などの
日本のアーバンペストコントロールを語る

日本全国の書店で好評発売中！

記事の全文を掲載したページは
右記QRコードを読み取ると
簡単にアクセスできます。

記事の全文は当書籍の
114～120ページにも
掲載されています。

日本図書館協会選定図書
に選定されました。
（2014年1月）
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もしも、ウイルス保有蚊が検出された場合、速やかに
駆除を行う必要があります。しかし、事前に準備を行って
おかないとすぐに駆除作業を行う事が出来ません。

低限、下記に記載している事を確認して下さい。

薬剤の選定

機材の選定

作業人員の
確保

・使用する薬剤は何にするのか？
・薬剤はどの位必要になるのか？
・薬剤入手のルート、納期は？

・使用薬剤に対応した機材は何か？
・作業委託先が所有する機材は何か？
・機材は何台用意出来るか？

・作業を委託する会社は決定しているか？
・作業員は何名確保できそうか？
・作業員は蚊駆除に必要な知識を有しているか？

+

薬剤処理する
場所の確認

・車両が進入できる場所なのか？
・縁石など段差は無いか？
・動噴のホースは届くか？
・使用する水源の確保は出来ているか？
・使用する動力（電源）の確保は出来ているか？

+

+

蚊成虫の駆除について
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散布機器の選定は施工する場所の立地などを考慮して行う必要があります。
（例：動力噴霧機を積載した車両が進入出来ない場所は無いか？

ホースの長さは足りるか？作業員は何名確保出来るのか？ 等．．．）

【煙霧】世界中で蚊やハエの防除に使われている

動力不要で操作しやすい手法【炭酸ガス製剤】

【ULV】虫の体表に効率よく薬剤が付着

広範囲に効率よく薬剤を散布できる方法【動力噴霧機】

【背負動噴】機動力があり、効率の良い処理

も手軽にできる方法【ハンドスプレーヤー】
機材ジャンル 処理方法 商品名 対応薬剤型 動力

煙霧・ULV機 空間処理 スイングフォッグSN‐50 油剤・ULV用水性乳剤 ガソリン

炭酸ガス製剤 空間処理 ミラクンＳ 液化炭酸ガス 無し

動力噴霧機 残留・ミスト Hohtoパワースプレー 乳剤・水性乳剤 モーター（100V）

背負い型動力噴霧機 残留・ミスト SHRE175HO 乳剤・水性乳剤 ガソリン

肩掛け式自動噴霧機 残留 B&G 乳剤・水性乳剤 手動

蚊成虫の駆除について
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•蚊に直接噴霧する

•潜伏場所に噴霧する

※飛び出した蚊にかかるように心掛けましょう。

出典：日本防疫殺虫剤協会 蚊の防除と駆除について

噴霧時の注意点

蚊成虫の駆除について
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＜有機リン系を含む＞

区分 有効成分
含有率
(%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 ジクロルボス 5 乳剤
直接噴霧：15倍液を適宜噴霧，
その際過剰な使用は避ける

バミトール乳剤［サ］，
ＶＰ乳剤L「ＥＳ」［住］

医薬品 ダイアジノン 5 乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 フマキラーダイアジノン乳剤［フ］

医薬品 ダイアジノン 5 水性乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ダイアジノンクリン「ＥＳ」［住］

医薬品 フェニトロチオン 10 乳剤 直接噴霧：20倍液を適宜噴霧

スミチオン乳剤「ＥＳ」［住］，
★フマキラープレミアムスミチオン乳剤［フ］，
★金鳥スミチオン乳剤［大］

医薬品 フェニトロチオン 10 低臭性乳剤 直接噴霧：20倍液を適宜噴霧 ★金鳥スミチオン乳剤LＳ［大］，フマキラースミチオン乳剤Ａ［フ］

医薬品 フェニトロチオン 10 フロアブル剤 直接噴霧：20倍液を適宜噴霧 ★スミチオン１０ＦL「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
ジクロルボス

5，
2

乳剤
直接噴霧：14倍液を適宜噴霧，
その際過剰使用は避ける

ＳＶ乳剤L「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
フタルスリン

5，
0.5

乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★フマキラースミチオンＮＰ乳剤［フ］，★金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ［大］

医薬品 フェンチオン 5 乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 フマテックス乳剤［フ］

医薬品 フェンチオン 5 水性乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 フマテックス水性乳剤［フ］，ノンソル乳剤B「ＥＳ」［住］

医薬品 プロペタンホス 3 乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 フマキラーサフロチン乳剤［フ］

医薬品 プロペタンホス 3 水性乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★水性サフロチン乳剤「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
ｄ・ｄ-Ｔシフェノトリン

5，
0.5

フロアブル 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★スミチオンゴキラートＦL［住］

医薬品
フェニトロチオン，
フタルスリン

5，
0.5

フロアブル 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★スミチオンNP‐FL「ＥＳ」［住］

医薬品 フェニトロチオン 1 油剤 直接噴霧：通常，成虫に向けて適宜噴霧
スミチオン油剤「ＥＳ」［住］，
★フマキラープレミアムスミチオン油剤［フ］

医薬品
フェニトロチオン，
ジクロルボス

0.5，
0.2

油剤
直接噴霧：通常，成虫に向けて適宜噴霧
煙霧：2～3mL/1m3

ＳＶ油剤Ｃ「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
フタルスリン，
ピペロニルブトキザイド

0.5，
0.05，
0.25

油剤 1m2あたり25～50mLを噴霧 スミチオンＮＰ油剤［フ］，ＳＰ油剤「ＥＳ」［住］

＜ピレスロイド系＞

区分 有効成分
含有率
(%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 フェノトリン 10 ＵLＶ
原液：1m3 あたり0.4mLを空間散布
2倍液：1m3 あたり0.8mLを空間散布
4倍液：1m3 あたり1.6mLを空間散布

★金鳥ULV乳剤Ｓ［大］

医薬品 ペルメトリン 5 ＵLＶ
原液 ：1m3あたり0.4mL～0.6mLを空間散布
2倍液：1m3 あたり0.8mL～1.2mLを空間散布
4倍液：1m3 あたり1.6mL～2.4mLを空間散布

★金鳥ULV乳剤Ｅ［大］

医薬品 天然ピレトリン 1 炭酸ガス製剤 1ｇ／1m3 ★ミラクンＰＹ［住］

医薬品 フェノトリン 1 炭酸ガス製剤 1ｇ／1m3 、1ｇ／1m2 （屋外） ★ミラクンＳ［住・大］

防除用
医薬部外品

エトフェンプロックス 5 乳剤 直接噴霧：100～200倍液を適宜噴霧 ★レナトップ乳剤［三］

防除用
医薬部外品

エトフェンプロックス 7 水性乳剤 直接噴霧：50～100倍液を適宜噴霧
★ベルミトール水性乳剤アクア［三］，
★フマキラーサニタリーＥＰ水性乳剤［フ］

防除用
医薬部外品

ピレトリン 0.18 乳剤
30倍に希釈し，害虫の発生または生息する
場所に十分に噴霧ま たは散布

★「金鳥」除虫菊乳剤［大］

防除用
医薬部外品

フェノトリン 10 水性乳剤 直接噴霧：50～100倍液を適宜噴霧

★スミスリン乳剤「ＥＳ」［住］，
★金鳥スミスリン乳剤［大］，
★フマキラースミスリン乳剤［フ］

防除用
医薬部外品

ペルメトリン 5 水性乳剤 直接噴霧：50～100倍液を適宜噴霧

★エクスミン乳剤「ＥＳ」［住］，
★金鳥エクスミン乳剤［大］，
★フマキラーエクスミン乳剤Ｐ［フ］

防除用
医薬部外品

フタルスリン，
ｄ-Ｔ８０-レスメトリン，
ピペロニルブトキサイド

0.2，
0.05，
0.75

油剤
直接噴霧：通常，成虫に向けて適宜噴霧
煙霧：1～2mL／１m3

ピレハイス油剤「ＥＳ」［住］，
★フマキラーピレハイス油剤［フ］

*印は、サ＝サンケミファ，住＝住化エンビロサイエンス，大＝大日本除虫菊，フ＝フマキラー・トータルシステム，三＝三井化学アグロ

当一覧表には現在メーカーが製造販売していない商品も収載されていた為、
取扱可能薬剤は商品名の前に★をつけています。

出典：デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け 添付4蚊成虫防除用殺虫剤

蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤一覧表

蚊成虫 防除用殺虫剤一覧表

※2014年4月1日住化エンビロサイエンスと住化ライフテクの統合により住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社（SES）が発足いたしました。



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

P15

出典：デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け 添付5蚊幼虫防除用殺虫剤

＜有機リン系を含む＞
区分 有効成分 含有率 (%) 剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 フェニトロチオン 10 水溶剤 水量１m3につき本剤を5～10ｇを適宜水で希釈して散布 スーパーＳ（２号）［住］

医薬品 ジクロルボス 5 乳剤 水量１m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布 ＶＰ乳剤Ｌ「ＥＳ」［住］，バミトール乳剤［サ］

医薬品 ダイアジノン 5 乳剤 水量１m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布 フマキラーダイアジノン乳剤［フ］

医薬品 ダイアジノン 5 水性乳剤 水量１m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布 ダイアジノンクリン「ＥＳ」［住］

医薬品 フェニトロチオン 10 乳剤 水量１m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布
スミチオン乳剤［住］，★フマキラープレミアムスミチオン乳剤［フ］，
★金鳥スミチオン乳剤［大］

医薬品 フェニトロチオン 10 低臭性乳剤 水量１m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布 ★金鳥スミチオン乳剤ＬＳ［金］，フマキラースミチオン乳剤Ａ［フ］

医薬品 フェニトロチオン 10 フロアブル剤 水量１m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布 ★スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
ジクロルボス

5，
2

乳剤 水量１m3につき本剤を30mLを適宜水で希釈して散布 ＳＶ乳剤Ｌ「ＥＳ」［住］

医薬品 フェンチオン 5 乳剤
水量１m3につき本剤を20mL～40mLを適宜水で希釈して
散布

フマテックス乳剤［フ］

医薬品 フェンチオン 5 水性乳剤
水量１m3につき本剤を20mL～40mLを適宜水で希釈して
散布

フマテックス水性乳剤［フ］、ノンソル乳剤B「ＥＳ」［住］

医薬品 プロペタンホス 3 乳剤
水量１m3につき本剤を30mL～50mLを適宜水で希釈して
散布

★フマキラーサフロチン乳剤［フ］

医薬品 プロペタンホス 3 水性乳剤
水量１m3につき本剤を30mL～50mLを適宜水で希釈して
散布

★水性サフロチン乳剤「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
フタルスリン

5，
0.5

フロアブル剤 水量１m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布 ★スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」［住］

医薬品 フェニトロチオン 1 油剤 水量１m3につき本剤を5～10mL散布
スミチオン油剤「ＥＳ」［住］，
★フマキラープレミアムスミチオン油剤［フ］

医薬品
フェニトロチオン，
ジクロルボス

0.5，0.2 油剤
水面1m2につき本剤を5～10mLを幼虫の発生場所へ，
特に停滞水域に直接散布

ＳＶ油剤Ｃ「ＥＳ」［住］

医薬品 フェニトロチオン 1.5 粉剤 7ｇ／m2 ★スミチオン粉剤「ＥＳ」［住］

医薬品 フェンチオン 5 粒剤 水量1m3につき本剤を20～40ｇを散布 フマテックス５％粒剤［フ］

＜ピレスロイド系＞
区分 有効成分 含有率 (%) 剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］
防除用
医薬部外品

エトフェンプロックス 5 乳剤 水量1m3につき本剤を10mL～20mLを適宜水で希釈して散布 ★レナトップ乳剤［三］

防除用
医薬部外品

ピレトリン 0.18 乳剤
30倍に希釈し，害虫の発生または生息する場所に
十分に噴霧，または散布

★「金鳥」除虫菊乳剤［大］

＜昆虫成長制御剤＞
区分 有効成分 含有率 (%) 剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 メトプレン 10 懸濁剤
水槽・水溜・人工容器などに500倍希釈液を水量１m3に
対し 1.25～2.5Ｌ散布

★アルトシッド１０Ｆ［ア］

医薬品 ジフルベンズロン 25 水和剤 発生場所の水量1m3に対し2～5ｇを適宜水で希釈して散布 ★デミリン水和剤２５％［三］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5 粒剤 水量1m3に対し10ｇを発生場所にそのまま均一に散布
★スミラブ粒剤「ＥＳ」［住］，フマキラースミラブ粒剤［フ］，
金鳥スミラブ粒剤［金］，アーススミラブ粒剤［ア］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5 粒剤 水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に本剤を均一に散布 ★スミラブＳ粒剤「ＥＳ」［住］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5 発泡粒剤 水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に本剤を均一に散布 ★スミラブ発泡粒剤「ＥＳ」［住］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5（１錠６ｇ） 発泡錠剤
ａ）水量1m3につき1～2錠を発生場所にそのまま投入
ｂ）水量2m3につき1錠を投入

★アーススミラブ発泡錠［ア］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5（１錠２ｇ） 発泡錠剤

ａ）水量1m3につき3～6錠を発生場所にそのまま投入
ｂ）水量2m3につき3錠を投入

★アーススミラブ発泡錠２０［ア］

水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に投入 ★スミラブ発泡錠剤「ＥＳ」［住］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5（１錠１ｇ） 発泡錠剤

ａ）水量１m3につき6～12錠を発生場所にそのまま投入
ｂ）水量１m3につき3錠を投入

★アーススミラブ発泡錠１０［ア］

水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に投入 ★スミラブ発泡錠剤「ＥＳ」［住］

医薬品 ピリプロキシフェン 0.5（１錠0.5ｇ） 発泡錠剤

ａ）水量1m3につき12～24錠を発生場所にそのまま投入
ｂ）水量1m3につき6錠を投入

★アーススミラブ発泡錠０５［ア］

水量1m3に対し2～4.ｇを発生場所に投入 ★スミラブ発泡錠剤「ＥＳ」［住］

a）は，流水域の場合； ｂ）は，静止水域の場合；
*印は，ア＝アース・バイオケミカル，サ＝サンケミファ，住＝住化エンビロサイエンス，大＝大日本除虫菊，フ＝フマキラー・トータルシステム，三＝三井化学アグロ

蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤一覧表

蚊幼虫 防除用殺虫剤一覧表

※2014年4月1日住化エンビロサイエンスと住化ライフテクの統合により住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社（SES）が発足いたしました。
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鵬図商事で在庫している商品について

＜有機リン系を含む＞

区分 有効成分
含有
率 (%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 プロペタンホス 3 水性乳剤 直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★水性サフロチン乳剤「ＥＳ」［住］

医薬品
フェニトロチオン，
ｄ・ｄ-Ｔシフェノトリン

5，
0.5

フロアブ
ル

直接噴霧：10倍液を適宜噴霧 ★スミチオンゴキラートＦL［住］

＜ピレスロイド系＞

区分 有効成分
含有
率 (%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品 フェノトリン 10 ＵLＶ

原液：1m3 あたり0.4mLを空間
散布
2倍液：1m3 あたり0.8mLを空
間散布
4倍液：1m3 あたり1.6mLを空
間散布

★金鳥ULV乳剤Ｓ［大］

医薬品 ペルメトリン 5 ＵLＶ

原液 ：1m3あたり0.4mL～
0.6mLを空間散布
2倍液：1m3 あたり0.8mL～
1.2mLを空間散布
4倍液：1m3 あたり1.6mL～
2.4mLを空間散布

★金鳥ULV乳剤Ｅ［大］

医薬品 フェノトリン 1
炭酸ガス
製剤

1ｇ／1m3 、1ｇ／1m2 （屋外） ★ミラクンＳ［住・大］

防除用
医薬部外品

エトフェンプロックス 5 乳剤
直接噴霧：100～200倍液を適
宜噴霧

★レナトップ乳剤［三］

防除用
医薬部外品

エトフェンプロックス 7 水性乳剤
直接噴霧：50～100倍液を適宜
噴霧

★ベルミトール水性乳剤アクア［三］，
★フマキラーサニタリーＥＰ水性乳剤［フ］

*印は、サ＝サンケミファ，住＝住化エンビロサイエンス，大＝大日本除虫菊，フ＝フマキラー・トータルシステム，三＝三井化学アグロ

蚊成虫 防除用殺虫剤一覧表より鵬図商事が常時在庫している商品を抜粋

＜有機リン系を含む＞

区分 有効成分
含有率
(%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品
プロペタンホ
ス

3 水性乳剤
水量１m3につき本剤を30mL～50mL
を適宜水で希釈して散布

★水性サフロチン乳剤「ＥＳ」［住］

＜ピレスロイド系＞

区分 有効成分
含有率
(%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

防除用
医薬部
外品

エトフェンプ
ロックス

5 乳剤
水量1m3につき本剤を10mL～20mL
を適宜水で希釈して散布

★レナトップ乳剤［三］

＜昆虫成長制御剤＞

区分 有効成分
含有率
(%)

剤型 用法・用量 商品名［メーカー名略号*］

医薬品
ジフルベンズ
ロン

25 水和剤
発生場所の水量1m3に対し2～5ｇを
適宜水で希釈して散布

★デミリン水和剤２５％［三］

医薬品
ピリプロキシ
フェン

0.5 粒剤
水量1m3に対し10ｇを発生場所にそ
のまま均一に散布

★スミラブ粒剤「ＥＳ」［住］，

医薬品
ピリプロキシ
フェン

0.5 粒剤
水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に
本剤を均一に散布

★スミラブＳ粒剤「ＥＳ」［住］

医薬品
ピリプロキシ
フェン

0.5（１錠１
ｇ）

発泡錠剤
水量1m3に対し2～4ｇを発生場所に
投入

★スミラブ発泡錠剤「ＥＳ」［住］

a）は，流水域の場合； ｂ）は，静止水域の場合；
*印は，ア＝アース・バイオケミカル，サ＝サンケミファ，住＝住化エンビロサイエンス，大＝大日本除虫菊，フ＝フマキラー・トータルシス
テム，三＝三井化学アグロ

蚊幼虫 防除用殺虫剤一覧表より鵬図商事が常時在庫している商品を抜粋
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鵬図商事ではデング熱国内感染事例発生時などの緊急時に備え、
前頁の「蚊成虫防除用殺虫剤一覧表、蚊幼虫防除用殺虫剤一覧表」に
掲載されている防疫用殺虫剤の一部を東京の倉庫（本社に併設）に
常時在庫させて頂いております。

※当社で在庫していない商品もメーカーから直送や取寄せが可能です。
※当社から発送の場合、1発送あたり800円（税抜き）の送料を頂きます。

当社で在庫している商品のメリットは以下の3点です。

・メーカーの発送単位よりも少ないロットで購入が出来ます。
（例：ベルミトール・アクア500mlの場合 メーカー発送は10本から、

当社は1本から出荷可能）

・当日出荷締切時間がメーカーよりも遅くなります。
（例：住化エンバイロメンタルサイエンスから発送時の締切時間：10時30分

鵬図商事在庫品を出荷する場合の締切時間：12時

・東京大田区にある当社にご来社頂ければ、すぐに商品をお渡し出来ます。
※在庫確認の為、事前に必ず電話連絡をお願い致します。
※受付時間：9時～17時30分（土日祝日はお休みです。）

鵬図商事で在庫している商品について

倉庫
店舗

本社

お客様専用駐車場

鵬図商事株式会社
住所：東京都大田区上池台5‐2‐1

寄駅：都営浅草線馬込駅より徒歩10分
JR大森駅よりバスで15分
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エンジン式煙霧・ＵLＶ機 スイングフォッグ SN-50

広域・屋外処理の決定版！
煙霧機・ULV機として
屋外で使用出来ます

放射管H管
（煙霧用）

放射管S管
（ULV用）

放射管 使用薬剤 噴霧状態

煙霧使用 H管 煙霧油剤 煙霧

ULV使用 S管 水性乳剤 ULV

動力：パルスジェットエンジン（ガソリン使用）
サイズ：W1330×H330×D310mm
重量：6.8kg タンク容量：（薬剤）6.5L／（燃料）1.3L
吐出量：233mL～800mL／分
固定ノズル0.8＝233mL、1.0＝342mL、1.2＝483mL、1.7＝800mL
切替方法：放射管を交換する事で煙霧・ULVの2種類の噴霧方法を切り替える

QRコードを読み取るとスイングフォッグで煙霧を
行っているビデオを見る事が出来ます
QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。

Youtubeで動画公開しています！Youtubeで「鵬図商事」と検索して下さい

エンジン式なので電源が取れない場所での施工に向いています。
足元に障害物が多い現場でも、ホースなどが足に絡まず
安全に作業が出来ます。

蚊成虫 防除用散布機器
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【炭酸ガス製剤】
使用機材：炭酸ガス製剤用 オプション

商品名 ミラクンS

医薬品
分類

医薬品

有効成分 フェノトリン 1.0%

希釈倍率 1g／1㎥（ハエ蚊）蚊に直接噴霧する場合は、
発生場所または生育場所に対して噴霧する

出荷単位 7kg×1本 2.4kg×1本

【ミラクン製品の販売に関しての注意点】※価格は全て税抜きです。
ミラクンは内容物の販売であり、ボンベは貸出しとなっております。
メーカーから出荷して、6ヶ月超過すると延滞料金がかかります。
ボンベには返却期限の目安となるシールが貼ってありますので、ご確認下さい。

－ボンベの延滞料金について－
出荷後180日を越えると、1本あたり1ヶ月間1,100円の延滞料金が請求されます。
180日を過ぎて直ちに返却しても、その間は延滞1ヶ月間の扱いとなります。

－紛失した場合の賠償金について－
ボンベを紛失した場合は、賠償金として1本13,000円請求され、
それまでの延滞分も請求対象となります。

【使用済みボンベ返却方法】
回収依頼書の記入欄の各項目に記入し、西濃運輸受注センターへ
ＦＡＸ送信すれば、希望日に集荷に来てくれます。

圧力計継手 7kg専用台車
2.4kg専用台車

2.4kgタイプ専用
ショルダーバッグ

ミラクン専用オプション

7kg台車セット
・7kg専用台車、・投薬ガン
・フレキシブルホース
・圧力計・継手

2.4kg台車セット
・2.4kg専用台車、・投薬ガン

・フレキシブルホース
・圧力計・継手

2.4kgショルダーセット
・2.4kgタイプ専用ショルダーバック

・投薬ガン・フレキシブルホース
・圧力計・継手

※写真は
圧力計と継手

です。

蚊成虫 防除用散布機器

2.4kgタイプ 7kgタイプ

内容量（kg） 2.4 7.0

総重量（kg） 6.5 19

容器
寸法
(mm)

全
高

700 950

外
径

105 140

容器材質 アルミ 鉄

投薬ガン

※台車のみの販売です

フレキシブル
ホース

※投薬ガンとフレキシブルホースはセット品
ではありません。それぞれお買い求め下さい。 ※バッグのみの販売です
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オプション

ストロングリールSLK‐100 耐油耐圧ホース金具付き ローリータンクY200L

メーカー：永田製作所 メーカー：永田製作所 メーカー：ダイライト

詳細
G1/4より戻し付きのリールです。
※ホースは付属していません
100mまでのホースが収納可能

詳細
ネジ規格：G1/4（8.5mm）
内径：6.3mm 外径13.0mm

高圧力：3.5MPa
ホース長さ：10m、20m、30m

40m、50m、100m

詳細
サイズ：
長さ900mm×幅575mm
×高さ575mm
タンク容量：200L
質量：8.5kg

項目 仕様

寸法 W370mm×H600mm×D550mm

重量 約37kg

ポンプメーカー/ポンプ型番 やまびこ東部（共立）／HP173

吸水量 11～13L／分

高圧力（Mpa） 4.0MPa

動力 AC100V

動力噴霧機 ホートパワースプレーN
白蟻土壌処理用の定番
●即納モデル！（当社在庫品）
●吸・余水ホース、40mホース、巻き取り器、

小物入れ、PCOノズルが 初からセットになっています

※：エンジン式動噴の取扱もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

蚊成虫 防除用散布機器
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作業性を考慮し便利なノズルを追加した
鵬図オリジナルモデル

背負い動力噴霧機 SHRE175HO

型式 SHRE175HO

寸法：長さ×幅×高さ 316×398×574

質量（kg） 6.3

薬液タンク容量（L） 17.4

エンジン型式 空冷2サイクル

エンジン排気量（mL） 21.2

燃料タンク容量（L） 0.6

ポンプ形式 過流式

常用圧力[MPa(kgf/cm2)] 1.0～1.1（10～11）

吸水量（ 高）（L//分） 9.0

散布量（標準ノズル）（L/分） 1.65

屋外での水性乳剤噴霧に
エンジン式で小回りが利く便利な1台

ドリフト低減2頭口 プロトノズル

QRコードを読み取ると背負い動噴で噴霧している
ビデオを見る事が出来ます
QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。

Youtubeで動画公開しています！Youtubeで「鵬図商事」と検索して下さい

足元に障害物が多い現場でも、
ホースなどが足に絡まず
安全に作業が出来ます。

蚊成虫 防除用散布機器

ドリフト低減ノズルとは．．．
噴霧粒子径を大きくさせ、ドリフト（漂流飛散）を
少なくさせたノズルです。
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肩掛け式自動噴霧機 Ｂ＆Ｇ

QRコードを読み取るとＢ＆Ｇで噴霧している
ビデオを見る事が出来ます
QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。

Youtubeで動画公開しています！Youtubeで「鵬図商事」と検索して下さい

ノズル名 特徴 噴霧量（分）

ファンパターン50℃ 粒子：粗 噴霧角：50度 薬剤浸透性の高い表面への噴霧に向いている（木部・コンクリート等） 190ｍL

ファンパターン80℃ 粒子：細 噴霧角：80度 薬剤浸透性の低い表面への噴霧に向いている（Ｐタイル・ステンレス等） 420ｍL

ピンストリーム 直線上に薬剤が噴霧できる Ｃ／Ｃ（割れ目／裂け目）への噴霧に向いている 270ｍL

Ｃ／Ｃチューブ 直線状に薬剤が噴霧できる（ノズル長さ15ｃｍ） Ｃ／Ｃ（割れ目／裂け目）への噴霧に向いている 115ｍL

商品名 タンク容量 本体重量 ノズル長

Ｂ＆Ｇ Mini 450mL 810g ショートノズ
ル

Ｂ＆Ｇ1ガロン 3.8L 3.0kg 8インチ
（約20cm）

Ｂ＆Ｇ5L 5L 3.3kg 18インチ
（約45cm）

Ｂ＆Ｇ2ガロン 7.6L 3.5kg 18インチ
（約45cm）

害虫駆除のプロに愛されて50年
小回りが利く便利な1台

蚊成虫 防除用散布機器
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蚊の防除を行う事業者

■各都道府県のペストコントロール協会の連絡先リスト
協会名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号

一般社団法人 北海道ペストコントロール協会 063－0829 北海道札幌市西区発寒9条10－1－7 011-671-0192 011-671-0183

青森県ペストコントロール協会 030－0151 青森県青森市高田字川瀬238－8㈲サニタ環境内 017-729-0653 017-729-0698

一般社団法人 岩手県ペストコントロール協会 025－0025 岩手県花巻市下根子431－6 0198-24-7206 0198-24-7205

一般社団法人 宮城県ペストコントロール協会 985－0841 宮城県多賀城市鶴ヶ谷1－4－1宮城県多賀城分庁舎2F 022-366-1339 022-366-1339

秋田県ペストコントロール協会
010－0851

秋田県秋田市手形字中谷地319㈲秋田消毒内 018-832-6654 018-832-6654

山形県ペストコントロール協会 990－2444 山形県山形市南四番町3－13㈲山形PCO商会内 023-624-0366 023-625-0366

一般社団法人 福島県ペストコントロール協会 960－8061 福島県福島市五月町3－20協和第一ビル内 024-522-5621 024-522-5621

一般社団法人 茨城県ペストコントロール協会 310－0836 茨城県水戸市元吉田町1736－8ウメザワ産業㈱内 029-248-6421 029-248-3011

栃木県ペストコントロール協会 320－0072 栃木県宇都宮市若草3－13－22 028-625-0606 028-625-0606

群馬県ペストコントロール協会 370－3106 群馬県高崎市箕郷町東明屋420－1㈱GUNSHO内 027-384-8770 027-289-9083

一般社団法人 埼玉県ペストコントロール協会 338－0812 埼玉県さいたま市桜区神田609 048-854-2890 048-854-4846

一般社団法人 千葉県ペストコントロール協会 260－0018 千葉県千葉市中央区院内1－3－1 043-221-7505 043-227-6471

公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 101－0044 東京都千代田区鍛冶町2－9－8サトービル2F 03-3254-0014 03-3254-0190

公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会 231－0011 神奈川県横浜市中区太田町6－84－2三井生命横浜桜木町ビル 045-681-8585 045-681-9502

一般社団法人 山梨県ペストコントロール協会 400－0047 山梨県甲府市徳行3－9－28 055-227-8816 055-226-3517

長野県ペストコントロール協会 390－0846 長野県松本市南原1－2－3ナルコ薬品㈱内 0263-25-5982 0263-25-5987

一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会 950－0983 新潟県新潟市中央区神道寺1－14－8 025-247-8591 025-243-0771

一般社団法人 富山県ペストコントロール協会 939－8232 富山県富山市南央町3－37 076-429-0303 076-429-3303

一般社団法人 石川県ペストコントロール協会 920－0005 石川県金沢市高柳町12－24－3木谷化学産業㈱内 076-253-0130 076-253-0131

福井県ペストコントロール協会 918－8108 福井県福井市春日1－7－19 日本防疫㈱内 0776-36-1662 0776-36-1662

一般社団法人 岐阜県ペストコントロール協会 502－0932 岐阜県岐阜市則武中1－19－30オールコントロールサービス㈱内 058-296-3739 058-296-3740

静岡県ペストコントロール協会 422-8046 静岡県静岡市駿河区中島773-1 054-269-5972 054-269-5973

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 453－0013 愛知県名古屋市中村区亀島2－1－1清正公街2F 052-452-7122 052-451-1389

三重県ペストコントロール協会 510－0051 三重県四日市市千歳町6中部環境サービス㈱内 059-355-3318 059-355-3318

滋賀県ペストコントロール協会 522－0004 滋賀県彦根市鳥居本町425 0749-22-2201 0749-22-2220

京都府ペストコントロール協会 606－8447 京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町20－2太田様方 075-752-8071 075-752-8072

一般社団法人 大阪府ペストコントロール協会 540-0028 大阪府大阪市中央区常磐町2-1-15大松ビル203 06-6942-1891 06-6942-3699

一般社団法人 兵庫県ペストコントロール協会 650－0025 兵庫県神戸市中央区相生町5－12－18柳ビル303 078-576-2633 078-576-2638

一般社団法人 奈良県ペストコントロール協会 630－8113 奈良県奈良市法蓮町353－8㈱東洋ハウスサービス内 0742-23-7312 0742-27-3086

和歌山県ペストコントロール協会 640－8301 和歌山県和歌山市岩橋209－1㈱和歌山衛研内 073-474-3986 073-474-5560

鳥取県ペストコントロール協会 683－0009 鳥取県米子市観音寺新町3－4－2㈱コダマサイエンス米子営業所内 0859-32-1272 0859-32-1282

島根県ペストコントロール協会 690－0012 島根県松江市古志原5－15－7 0852-22-8600 0852-24-6464

岡山県ペストコントロール協会 701－0152 岡山県岡山市北区延友454山陽薬品㈱内 086-293-5990 086-292-0359

一般社団法人 広島県ペストコントロール協会 733－0812 広島県広島市西区己斐本町2－19－3広島ビルメンテナンス会館内 082-533-6668 082-533-6670

山口県ペストコントロール協会 750－0067 山口県下関市大和町1－16－1西部化成㈱内 083-267-2801 083-267-7428

徳島県ペストコントロール協会 770-8076 徳島県徳島市八万町内浜118-4 088-668-7892 088-679-7891

一般社団法人 香川県ペストコントロール協会 761－0102 香川県高松市新田町甲2118－12㈱econews内 087-897-3869 087-844-2116

愛媛県ペストコントロール協会 790-0911 愛媛県松山市桑原3-1-54四国消毒㈱内 089-913-1064 089-945-5741

高知県ペストコントロール協会 781－0270 高知県高知市長浜4567－1㈱大進内 088-848-2391 088-848-1455

一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会 811－0215 福岡県福岡市東区高美台2－15－5㈱ユニ内 092-608-7103 092-608-7107

佐賀県ペストコントロール協会 849－0932 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝1391－1 0952-30-7383 0952-30-1032

長崎県ペストコントロール協会 852－8041 長崎県長崎市清水町5－71 095-844-3045 095-845-0014

熊本県ペストコントロール協会 861-8045 熊本県熊本市東区小山5-19-52(有)中和産業内 096-389-9908 096-389-6148

大分県ペストコントロール協会 870－0871 大分県大分市大字八幡40－1㈱大分イカリテクノス内 097-534-4641 097-538-2414

一般社団法人 宮崎県ペストコントロール協会 880－2105 宮崎県宮崎市大塚台西3－23－1 0985-47-1138 0985-47-0964

一般社団法人 鹿児島県ペストコントロール協会 892－0843 鹿児島県鹿児島市千日町1－1㈱永田シロアリ研究所内 099-227-7464 099-227-7464

沖縄県ペストコントロール協会 900－0036 沖縄県那覇市西2－13－15 098-868-2289 098-862-0825

鵬図商事株式会社は、感染症媒介蚊の調査や防除作業の委託先として
高度な専門技術を有する技術者集団である

「公益社団法人日本ペストコントロール協会」を推薦します。
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定価表

蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤 ※価格は全て税抜き表示です。

※2014年4月1日住化エンビロサイエンスと住化ライフテクの統合により住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社（SES）が発足いたしました。

掲載
ページ

商品CD メーカー名 商品名 容量
メーカー出荷

単位
鵬図在庫

有無
定価（単価）

P16.P17 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラープレミアムスミチオン乳剤 18L ×1 × ¥26,200 

P16.P17 6333大日本除虫菊 金鳥スミチオン乳剤 18L ×1 × ¥33,500 

P16.P17 6330大日本除虫菊 金鳥スミチオン乳剤LＳ 18L ×1 × ¥37,000 

P16.P17 6404住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオン１０ＦL「ＥＳ」 18L ×1 × ¥25,600 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラースミチオンＮＰ乳剤 18L ×1 × ¥27,800 

P16 6332大日本除虫菊 金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ 18L ×1 × ¥33,900 

P16.P17 6430住化エンバイロメンタルサイエンス 水性サフロチン乳剤「ＥＳ」 18L ×1 ○ ¥30,900 

P16 6450住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオンゴキラートＦL 2kg ×2 ○ ¥10,000 

P16.P17 6446住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオンNP‐FL「ＥＳ」 18L ×1 × ¥35,000 

P16.P17 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラープレミアムスミチオン油剤 18L ×1 × ¥9,450 

P16 6303大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｓ 1L ×10 ○ ¥11,900 

P16 6302大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｓ 6L ×1 ○ ¥70,000 

P16 6301大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｓ 18L ×1 × ¥192,800 

P16 6313大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｅ 1L ×10 ○ ¥8,250 

P16 6319大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｅ 5L ×3 ○ ¥38,500 

P16 6311大日本除虫菊 金鳥ULV乳剤Ｅ 18L ×1 × ¥120,500 

P16 6440住化エンバイロメンタルサイエンス ミラクンＰＹ 7kg ×1 × ¥157,500 

P16 6408住化エンバイロメンタルサイエンス ミラクンＳ 2.4kg ×1 ○ ¥24,000 

P16 6407住化エンバイロメンタルサイエンス ミラクンＳ 7.0kg ×1 ○ ¥63,000 

P16.P17 6039三井化学アグロ レナトップ乳剤 1.8L ×10 ○ ¥26,000 

P16.P17 6038三井化学アグロ レナトップ乳剤 6L ×2 ○ ¥42,000 

P16.P17 6037三井化学アグロ レナトップ乳剤 18L ×1 ○ ¥108,000 

P16 6047三井化学アグロ ベルミトール水性乳剤アクア 0.5L ×10 ○ ¥4,800 

P16 6048三井化学アグロ ベルミトール水性乳剤アクア 4L ×2 ○ ¥33,000 

P16 6049三井化学アグロ ベルミトール水性乳剤アクア 18L ×1 ○ ¥138,000 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラーサニタリーＥＰ水性乳剤 6L ×1 × ¥25,000 

P16 6535フマキラー・トータルシステム フマキラーサニタリーＥＰ水性乳剤 18L ×1 ○ ¥162,000 

P16.P17 9999999大日本除虫菊 「金鳥」除虫菊乳剤 18L ×1 × ¥34,000 

P16 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミスリン乳剤「ＥＳ」 1L ×10 × ¥13,350 

P16 6623住化エンバイロメンタルサイエンス スミスリン乳剤「ＥＳ」 5L ×1 × ¥60,100 

P16 6477住化エンバイロメンタルサイエンス スミスリン乳剤「ＥＳ」 18L ×1 × ¥206,100 

P16 6307大日本除虫菊 金鳥スミスリン乳剤 1L ×10 × ¥11,900 

P16 9999999大日本除虫菊 金鳥スミスリン乳剤 5L ×1 × ¥58,800 

P16 6305大日本除虫菊 金鳥スミスリン乳剤 18L ×1 × ¥192,800 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラースミスリン乳剤 5L ×1 × ¥67,500 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラースミスリン乳剤 18L ×1 × ¥202,000 

P16 6448住化エンバイロメンタルサイエンス エクスミン乳剤「ＥＳ」 6L ×1 × ¥48,800 

P16 6444住化エンバイロメンタルサイエンス エクスミン乳剤「ＥＳ」 18L ×1 × ¥123,500 

P16 6317大日本除虫菊 金鳥エクスミン乳剤 1L ×10 × ¥8,250 

P16 6316大日本除虫菊 金鳥エクスミン乳剤 6L ×1 × ¥44,000 

P16 6315大日本除虫菊 金鳥エクスミン乳剤 18L ×1 × ¥119,500 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラーエクスミン乳剤Ｐ 6L ×1 × ¥48,850 

P16 9999999フマキラー・トータルシステム フマキラーエクスミン乳剤Ｐ 18L ×1 × ¥122,000 

P16 6538フマキラー・トータルシステム フマキラーピレハイス油剤 18L ×1 × ¥19,400 

P17 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオン粉剤「ＥＳ」 500g ×40 × ¥410 

P17 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオン粉剤「ＥＳ」 1kg ×20 × ¥800 

P17 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオン粉剤「ＥＳ」 3kg ×6 × ¥1,700 

P17 6421住化エンバイロメンタルサイエンス スミチオン粉剤「ＥＳ」 10kg ×2 × ¥4,850 

P17 6612住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ発泡錠剤「ES」0.5g 100錠 ×60 × ¥1,400 

P17 6613住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ発泡錠剤「ES」1.0g 50錠 ×60 ○ ¥1,000 

P17 6614住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ発泡錠剤「ES」2.0g 25錠 ×60 × ¥1,000 

P17 6391住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ粒剤「ＥＳ」 1kg ×10 ○ ¥8,250 

P17 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ粒剤「ＥＳ」 2.5g×1,000 ×1 × ¥100,000 

P17 6621アース・バイオケミカル アルトシッド10Ｆ 1kg ×12 × ¥17,000 

P17 6079三井化学アグロ デミリン水和剤２５％ 100g ×10 ○ ¥2,960 

P17 6478住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブＳ粒剤「ＥＳ」 1kg ×10 ○ ¥7,900 

P17 9999999住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブＳ粒剤「ＥＳ」 10kg ×1 × ¥73,500 

P17 6481住化エンバイロメンタルサイエンス スミラブ発泡粒剤「ＥＳ」 2g×2,000錠 ×1 × ¥150,000 

P17 9999999アース・バイオケミカル アーススミラブ発泡錠 6g×100錠 ×10 × ¥10,000 

P17 9999999アース・バイオケミカル アーススミラブ発泡錠20 2g×200錠 ×10 × ¥8,000 

P17 9999999アース・バイオケミカル アーススミラブ発泡錠10 1g×400錠 ×10 × ¥8,000 

P17 9999999アース・バイオケミカル アーススミラブ発泡錠05 0.5g×1,000錠 ×10 × ¥14,000 
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定価表

蚊成虫・幼虫 調査器具、防除用散布機器 ※価格は全て税抜き表示です。

掲載ページ 商品CD メーカー名 商品名 鵬図在庫有無 定価（単価）

P6.P7 1981 鵬図商事 蚊の生息調査キット（成虫・幼虫） ○ ¥18,500 

P8 1987 JohnWHock（米国） CDC型ミニチュアライトトラップ#512 ○ ¥37,000 

P9 1987003 JohnWHock（米国） CDCトラップ512用ドライアイスコンテナ ○ ¥7,000 

P9 1987004 JohnWHock（米国） CDCトラップ512用吊り下げスタンド ○ ¥6,000 

P18 906 Swingtec（独国） スイングフォッグ SN-50 ○ ¥567,840 

P19 6431 住化エンバイロメンタルサイエンス 投薬ガン × ¥36,250 

P19 6432 住化エンバイロメンタルサイエンス フレキシブルホース × ¥12,000 

P19 6433 住化エンバイロメンタルサイエンス 圧力計 × ¥3,000 

P19 6434 住化エンバイロメンタルサイエンス 継手 × ¥6,700 

P19 6441 住化エンバイロメンタルサイエンス 7kg専用台車 × ¥20,000 

P19 6435 住化エンバイロメンタルサイエンス 2.4kg専用台車 × ¥11,200 

P19 6436 住化エンバイロメンタルサイエンス 2.4kg専用ショルダーバック × ¥12,000 

P19 6437 住化エンバイロメンタルサイエンス 7kg台車セット × ¥70,000 

P19 6438 住化エンバイロメンタルサイエンス 2.4kg台車セット × ¥62,000 

P19 6439 住化エンバイロメンタルサイエンス 2.4kgショルダーセット × ¥65,500 

P20 743 鵬図商事 ホートパワースプレーN ○ ¥197,000 

P20 9999999 永田製作所 ストロングリールSLK-100 × ¥19,550 

P20 2553 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き10m × ¥8,350 

P20 2554 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き20m × ¥15,600 

P20 2555 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き30m × ¥22,750 

P20 2556 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き40m × ¥30,000 

P20 2557 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き50m × ¥37,250 

P20 9999999 永田製作所 耐油耐圧ホース金具付き100m × ¥80,000 

P20 9999999 ダイライト ローリータンクY200L × ¥23,800 

P21 711 鵬図商事 背負動力噴霧機SHRE175HO ○ ¥54,000 

P22 433 B&G（米国） Ｂ＆Ｇ Mini（450mL） ○ ¥38,740 

P22 402 B&G（米国） Ｂ＆Ｇ1ガロン（3.8L） ○ ¥66,560 

P22 404 B&G（米国） Ｂ＆Ｇ5L ○ ¥73,840 

P22 403 B&G（米国） Ｂ＆Ｇ2ガロン（7.6L） ○ ¥81,640 
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• 「ご注文」「お見積依頼」「お問い合わせ」について
FAXまたは電話でお受けさせて頂いております。
※初回ご注文時にお取引口座を作成させて頂きます。

FAXでのご注文
ご希望があれば専用ご注文用紙を

作成させて頂きます。

FAX：0120‐416‐430

受付時間：24時間年中無休
※土日祝日に受け付けたご注文は休日明けの
商品手配になります。

（ホートムシサンゼロ）

TEL：0120‐561‐643

携帯電話からお掛けの場合は、

03‐3748‐9673へお願いします。
受付時間：平日9：00～17：30

（コロットムシサン）

電話での
・ご注文
・お見積依頼
・お問い合わせ

 「お支払方法」について
様々なお支払い方法をご用意しています。詳細はお問い合わせ下さい。

クレジットカードでの
お支払い

代引き便での
お支払い

銀行振込での
お支払い

代引きでの
お支払い

 「公費購入（官公庁・大学ほか）」について
公費でのご購入に際し、必要な書面や書式をご用意させて頂きまので、
下記の必要事項をお知らせの上、お問い合わせ下さい。

商品名・数量・納期
ご購入団体名、部署の住所、部署名、御担当者名、電話番号・FAX番号
経理御担当者の住所、部署名、御担当者、電話番号・FAX番号

 「当日出荷締切時間」について
当社から発送される商品の場合 ：12：00まで
メーカーから発送される商品の場合：お問い合わせ下さい

 「デング熱保有蚊の発生など緊急時の薬剤出荷」について
当社で在庫している商品に関しては出来る限り早くお手元にお届けできるようご対応します。
お急ぎの時は、鵬図商事にご来社頂ければ、当社在庫品はその場でお渡し出来ます。
※その際は前もって電話で在庫などの確認をお願いします。
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害虫獣（ネズミ・ゴキブリ・シロアリ・ハクビシン・ハト等）を

駆除する為の殺虫剤や忌避剤、それに関連する資機材を

日本全国の害虫駆除業者へ卸売り販売している会社です。

商品の販売だけでなく、技術セミナーを開催したり、業界情報誌を

発行したり、所属協会への人員派遣などの活動も行っています。

写真： 昭和43年5月23日
鵬図商事株式会社主催
第一回環境衛生研究会

写真：海外PCO視察団を通じた業界啓蒙活動

2014年デング熱代々木公園初動対応
防疫殺虫剤協会として当社社員を派遣

害虫駆除業者への
感染症媒介蚊対策セミナーの開催

1976年より継続している情報提供
※現在は当社HPにて公開中

会社概要、ご注文・お問い合わせについて
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会社名 ：鵬図商事（ほうとしょうじ）株式会社

本社所在地：〒145-0064 東京都大田区上池台五丁目2番1号

設立 昭和38年（1963年）5月15日

資本金 6,100万円

役員 代表取締役 社長 添野正宏
相談役 芝生幸夫
顧問 岩本龍彦
顧問 William H Robinson Ph.D
監査役 池田健
管理薬剤師 加藤理絵

事業内容 農業用および衛生用機械器具の輸入並びに販売
精密工作機械の輸入並びに販売
農業用薬品、防疫用薬品、脱臭剤、香料の輸入並びに販売
医薬品、医薬部外品、劇物・毒物の販売
前各号に附帯する一切の業務

お問い合わせ先電話番号

TEL FAX

本社
0120‐561‐643 0120‐416‐430

03‐3748‐8580 03‐3748‐8560

ナイナイプラザ（店舗） 03‐3748‐9676

鵬図商事が害虫防除業界に提案し、日本全国に普及していった商品

1963年 1965年 1982年 1988年 1992年 1995年

スイング
フォッグ

B&G
ﾊﾝﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ

マイクロジェン
E‐Ⅱ

アクチゾール ﾏｯｸｽﾌｫｰｽ
ジェルK

インセクトイン・
ウルトラ

※現在はデザインを
変更しています

会社概要、ご注文・お問い合わせについて
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主要顧客 PCO（害虫防除業者）及びビルメンテナンス業者
食品製造およびサービス業者、ホテル・旅館、事務所、学校、
病院、全国市町村、諸官公庁、各県下代理店 他

主要仕入先 バイエルクロップサイエンス株式会社、
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社、三井化学アグロ株式会社
大日本除虫菊株式会社、アース製薬株式会社、
シンジェンタジャパン株式会社、BASFジャパン株式会社、
富士フレーバー株式会社、フマキラー・トータルシステム株式会社、
ケルヒャージャパン株式会社、株式会社SHIMADA、八洲商事株式会社
日本カルミック株式会社、（英）KILLGERM社、（英）PestWest社
（米）B&G社、（独）SWINGTECH社、（米）JohnW.Hock社、（米）EDS社
（米）BedbugCentraL社、（米）HOCKMAN社、（米）EFD社 他

許認可 医薬品卸売販売業、医薬品店舗販売業、動物用医薬品店舗販売業
農薬販売者、毒物劇物一般販売業

加入団体 日本ペストコントロール協会、日本しろあり対策協会、
日本ペストロジー学会、日本衛生動物学会、日本家屋害虫学会
ねずみ駆除協議会、日本防疫殺虫剤協会、文化財虫害研究所
米国ペストマネジメント協会（N.P.M.A)、生活害虫防除剤協議会

鵬図商事が害虫防除業界に提案し、日本全国に普及していった商品

2003年 2004年 2008年 2009年 2010年 2011年

蚊捕獲器
CDC#512

毒餌箱
ﾛｶﾞｰﾄﾞｸﾗｼｯｸ

エプシロン
ｼﾘｰｽﾞ立ち上げ

黒ｱﾘ専用ﾍﾞｲﾄ
アドビオン

トコジラミ
調査トラップ

暗視撮影カメラ
トロフィーカム

会社概要、ご注文・お問い合わせについて
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鵬図商事へのアクセス

鵬図商事へのアクセス

至東京至横浜

JR大森駅

ローソン

池上通り

西口 山王北口

大森駅バス停
07.上池上循環内回り

銀座メガネ

上島珈琲おかし
まちおか

三井住友
銀行

ミスター
ドーナッツソフトバンク

下り坂

■ 東急池上線をご利用される場合
1. 長原駅を下車
2. 鵬図商事まで徒歩12分

■ 都営地下鉄浅草線をご利用される場合
1. 馬込駅のA1出口を下車 2. 環状七号線を横断し、馬込駅前停留所へ行く
3. 東急バス「07.上池上循環内回り」に乗車、3つ目のバス停留所「貝塚坂」を下車
4. 坂を下り徒歩1分

■大森駅からバスをご利用される場合（下図参照）
1.東急バス 上池上循環〔内回り〕を乗車（乗車時間 約15分）
2.貝塚坂（バス停留所）で下車
3.鵬図商事まで徒歩1分

販売代理店


