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センサー感知式暗視カメラ トロフィーカムXLT30MPノーグロウ

動物がカメラの前を通ると自動で写真・動画を撮影するカメラです。
ネズミの生息調査、鼠穴探し、顧客への提案などに大活躍！

QRコードを読み取るとトロフィーカムで撮影した動画の
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

P.23 ネズミ資材（センサー感知式暗視カメラ）

センサーカメラの特徴
• 自動で撮影開始（写真・動画）
• 暗闇でも鮮明に写る
• 乾電池で約6ヵ月～1年動く

商品仕様

商品名／商品CD トロフィーカムXLT30MPノーグロウ ／ 0000762

画素数 ／ 撮影範囲角度 3,000万画素 ／ 約38度

センサー反応速度／感知距離 0.2秒 ／24m

寸法／重量 148mm×103mm×75mm ／ 440g

電源 ／記録媒体 単３電池×6本 ／SDカード（別売り）

その他 カメラ用三脚取付穴有り、テスト撮影機能有り

カラー液晶内蔵で、その場で
撮影した写真・動画が再生可能

トロフィーカム撮影画像（暗闇） 天井裏にイタチトロフィーカム撮影画像（暗闇） 天井裏の配管にネズミ
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ファイバースコープ スマホEye-F130 0000310

無線接続

ケーブル径
先端8mm

ケーブル長 3,500mm

壁内など狭所の生息調査に！
手軽に静止画・動画撮影が出来る！

ファイバースコープ P.24

製品仕様
ケーブル長 3,500mm ケーブル径 先端8mm

光源 LED ８灯 LED光量切替 無段階調節

防水防塵規格 IP68 記録メディア スマホの画像フォルダに保存

画質（Pixel) 1,600×1200、
1,280×720、640×480

バッテリー リチウムイオンバッテリー
連続稼働90分

焦点範囲 約70mm 画角 70度

充電はパソコンのUSB接続もしくはスマホ充電器をご利用下さい。
※当商品に充電器は同梱しておりません。

■対応スマートフォンは、以下のOS搭載機種となります。

マグネット・フック・側視
アタッチメント付き

撮影画像例 クロゴキブリ、ムネアカオオアリ
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超音波防鼠機 Evasi エバジー

エバジー商品特徴
■スマートフォンやタブレット端末で操作可能
・超音波出力ON／OFF
・出力停止タイマー機能
・可聴域カット（人に聞こえる周波数をカット）
・今後アップデート機能あり

■最大音圧レベルは110dB以上
■効果範囲は前方10m以上にも及ぶ
■60Wアダプター使用の場合：最大3台稼働可
120Wアダプター使用の場合：最大6台稼働可

外形寸法 H148×W168.4×D164.5mm

質量 1.25kg

増設用電源ケーブル
（別売）

1m、10m、20m、30m

エバジー遠隔操作画面

セット商品・別売品（オプション） 商品CD

本体＋ACアダプター60Wセット 0002062

エバジー本体のみ 2062001

ACアダプター 60W 2062002

ACアダプター 120W 2062003

増設用電源ケーブル 1m 2062004

増設用電源ケーブル 10m 2062005

増設用電源ケーブル 20m 2062006

増設用電源ケーブル 30m 2062007

防滴フード 2062008

害獣が嫌う周波数の超音波を複数のランダムパターンで出力

スマホやタブレットで操作可能

可聴域カットモード（ヒトに聞こえにくい音波のみ出力・
タイマー機能（営業時OFF/閉店時ON）を搭載

■スマートフォンやタブレット端末での操作画面

P.2５ 超音波防鼠機

拡大
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誘引剤に誘引され
トラップ入口を覗く

誘引剤を食べようと奥まで
顔を入れると感知装置に触れ、
ハンマーが作動する

ネズミは後頭部をハンマーで
打たれ、死に至ります

感知装置

ハンマー

誘引剤

A24TRAP-本体スタンドセット 0001770

捕殺器具 P.26

番号 名称 数量

① A24トラップ本体 1

② ＡＬＴルアー（誘引剤） 1

③ 壁面設置ブラケット（ブラケット） 1

④ ブラケットネジ 2

⑤ デジタル・カウンター 1

番号 名称 数量

⑥ 調査用誘引剤 3

⑦ 調査用誘引剤用ネジ 3

⑧ 炭酸ガスカートリッジ 2

⑨ 専用スタンド 1

⑨

専用の炭酸ガス
カートリッジで作動

電源・電池不要

外形寸法 H20×W18×D7cm（本体），
H13.5×W25×D8cm (スタンド)

商品重量 約700g

①

②

③
④

⑤ ⑥
⑦⑧

注意： 誘引剤のみでは十分な効果が得られない場合もございます。

設置事例が
ご覧いただけます
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電撃殺鼠器 VERT（バート） 2172001

電気ショックでねずみ駆除

電池式の為、設置場所を選ばない

メンテナンスしやすい構造

項目 詳細

寸法 縦21.6㎝×幅10.1㎝×高さ12㎝

重量 495ｇ（電池除く）

電源 電池式（単2×4本）

出力 7000ボルト

電撃回数 新品の電池使用した場合、約50回電撃可能

1. 電源をオフにし単2電池を4本入れてください。
2. ベイト・ドアを開けベイトを入れてください。
3. 電源をオンにしてください。グリーンのパイロットランプが点灯しブザー音が停止すると

セット完了です。ねずみが捕獲されるとパイロットランプが点滅し、最長1週間点滅
し続けます。

4. ねずみの活動が活発な場所の壁に沿って設置してください。
※水がかかりそうな場所には、設置できません。

P.27 電撃殺鼠器
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粘着板 プロボードBT（乾燥） 粘着板 シクラボード（耐水）

ねずみ捕獲商品

粘着板 イーボード乾燥／防水

商品概要 乾燥タイプの粘着シート。台紙には、施工日
記入欄があります。

商品寸法 横216mm×縦355mm×厚さ216mm
(展開時)

出荷単位 100枚／CS ※発送の場合3CS以上

商品概要 プロ仕様の粘着板

商品寸法 横216mm×縦336mm×厚さ3mm
（展開時）

出荷単位 100枚／CS ※発送の場合は2CS以上

乾燥タイプ

防水タイプ

●波状塗布（横波のためねずみ進路の妨げ効果大）

●角R仕様（ゴミ袋を破りません）

●超強耐水紙使用（シクラパック）

●超強力粘着剤

ねずみ対策商品（捕獲） P.28 

ねずみ捕獲カゴ（角型） 0002214

商品概要 吊り下げ型のねずみ捕獲カゴ

商品寸法 横225cm×縦145cm×高さ105mm

出荷単位 12個／CS

鵬図在庫有

商品概要 耐水紙シクラパックを使用した耐水性の粘着板

商品寸法 横220mm×縦300mm×厚さ3mm (展開時)

出荷単位 100枚／CS ※発送の場合2CS以上 鵬図在庫有

乾燥：0005302
防水：0005301

0005320 0005368

鵬図在庫有
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防鼠資材 チューレスねずばんパテキクネンB-7V 0005663

防鼠工事商品

防鼠資材 防鼠ブラシ 0002061 チューモア・ブラシ

商品概要 ■カプサイシン（マイクロカプセル）入りパテで
隙間を塞ぎます。

■難燃性があり、密着性・シール性及び作業
性に優れた不乾性パテ

出荷単位 1kg×10個

P.29 ねずみ対策商品（防鼠資材）

防鼠資材 パンチングメタル防鼠資材 ビニール亀甲金網（黒）

商品概要 ねずみの侵入口などに巻きつけて侵入防止

寸法 縦300mm×横55mm×奥行き55mm

出荷単位 100個／CS

商品概要 ねずみの侵入口などに巻きつけて侵入防止

寸法 S ：Φ50mm×150mm
M ：Φ50mm×300mm
L ：Φ50mm×600mm

出荷単位 100個／CS

商品概要 ■カプサイシン（マイクロカプセル）入りパテで
隙間を塞ぎます。

■難燃性・不乾性・耐寒性・耐熱性

■強固な密着性で、すき間を封鎖します。

出荷単位 1kg×10個

網目
10mm

商品概要 隙間を埋めたり、
丸めてねずみの通り道を封鎖

サイズ 線型：0.85mm×網目10mm

出荷単位 910mm×30m（1巻）

商品概要 好みのサイズにカットできる金属板

サイズ 縦500mm×横1000mm

商品展開 アルミ（0.5mm厚） 0002007

アルミ（1.0mm厚） 0002019

ｽﾃﾝﾚｽ（0.5mm厚） 0002008

出荷単位 1枚

鵬図在庫有鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有鵬図在庫有

鵬図在庫有

S：0002063
M：0002066
L：0002065

商品CD

商品CD 0005038

0002018

商品CD



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

ねずみ 殺鼠剤

ねずみ対策商品（殺鼠剤） P.30 

商品概要 急性毒の抵抗性が
生じない殺鼠剤

成分 リン化亜鉛 1.0%

剤型 粉末

出荷単位 1kg×10袋

スーパーデスモア 0005354 エンドックス 0005362

ラニラットF ダンクローデンG 0005322

医薬部外品

医薬部外品
商品概要 ワルファリン抵抗性の

ねずみにも効く殺鼠剤

成分 ジフェチアロール 0.0025%

剤型 5mm 赤紫色顆粒

出荷単位 500g×1袋

■第二世代の抗血液凝固作用
を持った殺鼠剤です。

商品概要 クマテトラリル抗血液凝固剤を使用した殺鼠剤

成分 クマテトラリル0.75％

剤型 粉末

出荷単位 1kg×1缶

動物用医薬部外品

商品概要 クマリン系殺鼠剤
自然死のように死亡する

成分 ブロマジオロン
（0.005%)

剤型 粉末 （1kg ・ 5kg）

出荷単位 1kg×10袋 ・ 5kg×2袋

■誤食しないように、赤色の着色
及びトウガラシ粉を配合しています。

■ワルファリンに抵抗性がある
ねずみにも効果的

医薬部外品

チューモア・ブロック 0005331 ネズコロンS 0005327

約105mm

医薬部外品

商品概要 ねずみの好む穀物などを配合し耐水性のある
パラフィンで固めています

成分 ワルファリン0.1%

出荷単位 （15g×8個）×100個

60g×2個入

商品概要 固定用金具がブロックの中に通り、
下水道・排水溝に最適な防水型殺鼠剤

成分 ワルファリン0.1%

出荷単位 100袋／CS

医薬部外品

レッドランブロックＳ 0005350 無毒餌 チェックブロック 0005329

商品概要 ねずみが好む穀物類を配合し、
パラフィンで固めた耐水型殺鼠剤

成分 ワルファリン0.1%

出荷単位 120g×100個

商品概要 ねずみが好む穀物類のみで作り、殺鼠成分など
一切入っておりません。モニタリングが出来ます。

出荷単位 120g×100個

鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

医薬部外品

1kg：0005347
5kg：0005346
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ネズミ・小動物用追い出しスプレー忌避スプレー ネズミZ 480mL

ねずみ 忌避剤

忌避剤 ラットアウト 0005680 忌避剤 ねずみ小僧 0005339

商品概要 カプサイシンがベースの
追い出し＆忌避剤

成分 バンショー、アルファピネン、

ミント、ユーカリなど

出荷単位 800cc×1袋（10倍希釈）

商品概要 安全性の高い天然ハッカ油を使用
優れた忌避効果と持続性を発揮する

成分 天然ハッカ油

出荷単位 1kg×1袋

商品概要 ねずみの追い出し＆忌避が可能
数日間使用すればねずみが寄り付かなくなります。

成分 天然ハーブ成分

出荷単位 480mL×30本

商品概要 ねずみなどの小動物の忌避効果が非常に高く、
追い出し効果にも優れています。

成分 ALT（辛味成分）

出荷単位 420mL×6本 (1ｹｰｽにつき、ﾉｽﾞﾙ3本同梱)

約6m（無風時）

■今までにない辛味成分
ALT（わさび）を使用した
ねずみ追い出しスプレーです。

■ねずみの他にイタチ、
ハクビシン・アライグマ等
にも忌避効果があります。

■ねずみの侵入防止、
追い出しに最適です。

■強力噴射で薬剤が
約6m先に届きます。

■約2cm角の立方体の
ゲル状の薬剤

■ねずみ、ハクビシン、
イタチなどの害獣の忌避
や追い出しにも有効です。

P.31 ねずみ対策商品（忌避剤）

鵬図在庫有 鵬図在庫有

鵬図在庫有 鵬図在庫有

0005665 商品CD 0005430
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毒餌皿 ラットレイBT              0002231AFトンネル 0002156

ねずみ毒餌箱・毒餌皿

ベイトボックス ロガードクラシック

商品
概要

AIB対応定番ベイトBOX 鍵付き、固定可能

サイズ 縦250mm×横278mm×高さ128mm

出荷
単位

12個／１CS

商品
概要

トンネル型のベイトBOX
粒剤、粉剤、ブロックタイプにも対応

サイズ 縦280mm×横100mm×高90mm

出荷
単位

12個／CS

商品 概
要

ねずみの毒餌皿

サイズ 縦140mm×横140mm×高さ20mm

出荷 単
位

500枚／CS

■プラスチック製のため、濡れた場所にも
配置可能な上、繰り返し使用できます。
ねずみがお皿のフチに脚をかけても
ひっくり返らない設計になっています。

パチンコ ビッグスナップE

商品
概要

圧殺式トラップ
ロガードクラシックに設置出来る。

サイズ 縦138mm×横65mm×高さ75mm

出荷
単位

12個／１CS

粒剤、粉剤はもちろん固定棒を通
すブロックタイプにも対応

入口の傾斜により
雨水の侵入を防止

鍵付き

必要十分な
機能を備えた
ベイト・
ステーション

ねずみ対策商品（毒餌箱、毒餌皿） P.32 

鵬図在庫有 鵬図在庫有

鵬図在庫有 鵬図在庫有

商品CD0002152 0001719


