
HOHTO SHOJI CO.,LTD.

エプシロン エコMAX30の特長

捕虫器（ホール向け）

エプシロンエコMAX30

間接照明に見えるインテリア性と
ハエ類が素早く捕獲出来る高誘引力

自動巻取り 高誘引力

P.33 捕虫器（ホール向け）

鵬図在庫有

高い誘引力
捕虫ランプは一般的にW数が大きい方が誘引力が
強いとされており、エコMAX30は１５W×２灯＝合計３０Wの
高出力な捕虫ランプです。また、飛翔昆虫が好む紫外線
波長を集中的に放出する事で誘引力を高めています。

捕虫紙が自動巻取りなので、2ヵ月間メンテナンスいらず
捕虫紙が自動で巻き取られる為、常に新しい粘着面が露出し、
ハエを捕獲します。捕虫紙を1回セットすれば、2か月間捕虫紙を
交換する必要がありません。

ランプの交換時期まで高い誘引力
一般的な捕虫ランプは設置後、紫外線の照射量が6か月後には
約47％も減退してしまいます。しかし、エコMAX30のランプは
6か月後でも約18％しか減退しないのでランプ交換時期まで、
高い誘引力が維持できます。

分類 商品名 商品CD 仕様詳細

捕虫器本体 エプシロンエコMAX30 0001890 本体重量：3.1㎏ 寸法：縦384mm×横477mm×高さ175mm

捕虫ランプ エコランプ 1890002 15W×2灯 交換サイクル：6ヵ月に1回（2本）

捕虫紙 エコカートリッジ 1890001 自動巻きカートリッジ 交換サイクル：2ヵ月に1回
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HOHTO SHOJI CO.,LTD.

捕虫器（バックヤード向け）

捕虫器（バックヤード向け） P.34

ジーナス スペクトラ

オプティカ180N

36Wの強力な誘引力！

仕様 詳細

本体重量 2.3kg

本体サイズ 縦159mm×横465mm×奥行64mm

ランプ スペクトラ用ランプ
（点灯管内蔵型）36W×1本

捕虫紙：専用シート 交換サイクル：随時

ランプ：専用ランプ 交換サイクル：6ヶ月

捕虫紙は２色からお選び頂けます。

クリアカバーで広範囲（180度）に誘引出来る。

仕様 詳細

本体重量 4.0kg

本体サイズ 縦435mm×横523mm×奥行104mm

ランプ 15W×3本

捕虫紙：専用用シート 交換サイクル：随時

ランプ：専用ランプ 交換サイクル：6ヶ月

高誘引力

高誘引力

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

本体： 0001942、 ランプ： 1942004、
捕虫紙黒： 1942003、 捕虫紙白： 1942001

本体 ： 0001814
ランプ： 1814002、 捕虫紙： 1814001



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

捕虫器（バックヤード向け）

P.35 捕虫器（バックヤード向け）

ピオニー F-20BG型

ベンハー ムシポンMPX-2000

ステンレス仕様の定番捕虫器 吊り下げ・壁掛け両方可能

仕様 詳細

本体重量 2.6kg

本体サイズ 縦236mm×横667mm×奥行き97mm

ランプ FL20SBL（20W）×1本

捕虫紙
（GC-20S）2枚

交換サイクル：随時

ランプ：FL20SBL 交換サイクル：6ヶ月

565mm

■専用オプション

バックヤード向け定番捕虫器

仕様 詳細

本体重量 2.4kg

本体サイズ 縦230mm×横690mm×奥行き69mm

ランプ FL20SBL（20W）×1本

捕虫紙（S-20） 交換サイクル：随時

ランプ：FL20SBL 交換サイクル：6ヶ月

保護格子の着脱が簡単

鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

本体 ： 0001922、
ランプ： 0001924、 捕虫紙： 0001925

本体 ： 9999999、 ランプ： 0001924、
捕虫紙： 1927002



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

捕虫器の選び方（飲食店・工場）

捕虫器の選び方（飲食店・工場） P.36

捕虫器の選び方①飲食店

飲食店では「捕獲された虫が見えにくく、誘引力の強い」機種がオススメ
合計W数（誘引力）強 弱

厨房
壁掛け

オプティカ 45W MP-8000 40W スペクトラ36W

置き型

FU-108A 21Wスペクトラ36W FC-21P 21W

客席
壁掛け

エコMAX30 30W ホタル 6Wムシポンポケット3 22W CT-102 10W

置き型

FU-108A 21Wスペクトラ36W ムシキャパ 13W



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

飛翔昆虫殺虫器

ウルトラベープPROセット／PRO Tセット

虫よけカトリスプロ用

蚊に効くカトリス プロ用 医薬部外品

メーカー 大日本除虫菊株式会社

商品概要 薬剤を揮散させ飛翔昆虫を殺虫・忌避する。

有効成分 メトフルトリン（ピレスロイド系）

寸法 幅130mm×高さ230mm×奥行き130mm

重量 器具本体：700g 電池6本：約800g カートリッジ：約50g

電池／持続時間 単一アルカリ乾電池6本 ／1,500時間

使用期間 24時間連続使用で約2ヶ月間 タイマー12時間ON/OFFで約4ヶ月

用法容量 屋内：30～60畳工場前室：100㎥まで侵入防止：屋内ドア付近に1台

メーカー フマキラー株式会社

商品概要 薬剤を揮散させ飛翔昆虫を殺虫・忌避する.

有効成分 メトフルトリン（ピレスロイド系）

寸法／重量 幅250mm×高さ145mm×高さ150mm ／
本体（電池込み）：1,323g

電池／持続時間 単一アルカリ乾電池4本 ／1,500時間

使用期間 24時間連続使用で約2ヶ月間
タイマー15時間ON/9時間OFFで約3ヶ月

用法容量 屋外：半径3m（約25㎡～30㎡）屋内：30～60畳 前室：100㎥まで
侵入防止：ドア面積2～4㎡／台

商品名 セット内容 出荷単位

虫よけカトリスプロ用セット 器具1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本 1セット

虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ カートリッジ 4個／1CS

虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジストロング カートリッジ 4個／1CS

商品名 セット内容 出荷単位

ウルトラベープPROセット 器具1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池4本 1セット

ウルトラベープPRO Tセット※タイマー付き タイマー付き器具1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池4本 1セット

ウルトラベープPROカートリッジ カートリッジ 1個／1CS

交換用カートリッジは
虫よけカトリスプロ用の本体に
装着して使用する事も出来ます。

商品名 セット内容 ケース単位

蚊に効くカトリスプロ用セット 器具1台、カートリッジ1個、単一アルカリ電池6本 1セット

蚊に効くカトリスプロ用取替えカートリッジ カートリッジ1個 4個

メーカー 大日本除虫菊株式会社

医薬品区分 防除用医薬部外品

商品概要 薬剤を揮散させ蚊など飛翔昆虫を殺虫・忌避する。

有効成分 メトフルトリン（ピレスロイド系）

寸法 幅130mm×高さ230mm×奥行き130mm

重量 器具本体：600g 電池6本：約800g カートリッジ：約35g

電池／持続時間 単一アルカリ乾電池6本 ／1,500時間

使用期間 タイマー12時間ON/OFF切り替えで約4か月

用法容量 10畳（約16.5㎡）～25畳（約40㎡）に1台

P.37 飛翔昆虫殺虫器

鵬図在庫有

タイマー無 ： 0001823
タイマー付 : 0001824
カートリッジ： 0001825

本体セット ： 0001880
カートリッジ ： 0001881
カートリッジ ストロング： 0001882

本体セット ： 0001877
カートリッジ： 0001876



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

虫ブロック ガラス用 0000004PGガード 0006531

飛翔昆虫殺虫・忌避剤

業務用虫コナーズ スプレータイプ 業務用虫コナーズ ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ100日

飛翔昆虫殺虫・忌避剤 P.38 

商品概要 ガラス面に噴射すること
によりガラス面に寄り付く
不快害虫を殺虫・忌避し
ます。

有効成分 シフルトリン
（ピレスロイド系）

残効性 約1ヶ月

出荷単位 450mL×15本／1CS

■噴霧しても、ガラス面での
液だれがありません。

商品概要 ガラス面に貼ることによりガラス面に
寄り付く不快害虫を殺虫・忌避します。

有効成分 メトフルトリン（ピレスロイド系）

残効性 約100日

出荷単位 6枚入×10袋／1CS

商品概要 ガラス面に噴射すること
によりガラス面に寄り付
く不快害虫を殺虫・忌避
します。

有効成分 ピレスロイド系殺虫剤他

残効性 約1ヶ月

出荷単位 450mL×6本／1CS

商品概要 ガラス面に噴射しても
ほとんど曇りません。
撥水シリコーン配合で、
雨に強く、効果が長期間
持続します。

有効成分 シフルトリン
（ピレスロイド系殺虫剤）

残効性 約60日

出荷単位 450mL×20本／1CS

鵬図在庫有 鵬図在庫有

鵬図在庫有

0001883 商品CD 0001871



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

業務用チョウバエバスター業務用コバエがホイホイ160g

飛翔昆虫殺虫・忌避剤

業務用アース・クリアノッカー テープ50 業務用アース コバエジェット

商品概要 薬剤が徐々に揮散し防虫効果を発揮します。
簡易的に取り付けることが出来ます。

成分 プロフルトリン（ピレスロイド系）

対象害虫 ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、
ショウジョウバエ、ガ、アリ、ダンゴムシ

使用期間 約90日（使用環境により異なる）

出荷単位 6巻／1CS

商品概要 殺虫成分とIGR（昆虫成長阻害剤）を配合し、
成虫と幼虫ともに殺虫します。

成分 エトフェンプロックス、メトプレン（IGR）

対象害虫 ノミバエ、チョウバエ、
コバエ（ショウジョウバエ、キノコバエなど）

出荷単位 450mL×20本／1CS

P.39 飛翔昆虫忌避剤、捕獲殺虫剤、配管洗浄剤

商品概要 コバエを誘引しキャッチ。置き型タイプ

有効成分 ジノテフラン

対象害虫 ショウジョウバエなどのコバエ

有効期限 約1ヵ月（使用環境により異なる）

出荷単位 160g×20個／1CS

コバエを誘引し捕獲！

商品概要 排水口・グリーストラップ向けの発泡性顆粒剤
チョウバエ幼虫の駆除に適しています。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。
※散布後すみやかに発泡します。

有効成分 エトフェンプロックス＋過炭酸ナトリウム

使用量目安 排水口に1包、グリーストラップ等0.5㎡辺り1包

出荷単位 25g×10包

■速効性と残効性の
ダブル効果！！

■狭い所にも簡単に
処理できるすき間ノズル付

鵬図在庫有 鵬図在庫有

商品CD 0000005

商品CD 00061000000374

0000003

鵬図在庫有 鵬図在庫有



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

飛翔昆虫飛来対策・害虫忌避剤

ウィンドウバリア(窓用フィルム） クリア：0004871

メーカー名 アルゴ株式会社

フィルム別
出荷単位

クリア 970mm×25m

シルバー 1070mm×25m

ダークスモーク 1070mm×25m

ブラウン 970mm×15m

オレンジ 970mm×15m

■商品特長■

・飛翔昆虫の飛来を防止します。
光を遮断して昆虫の接近を防ぐことが出来ます。

・窓ガラスの飛散も未然に防ぎます。
ポリエステルフィルムを使用してしますので、
ガラスが割れても製品等に混入するのを防ぎます。

・施工時に貼りやすい粘着剤を使用しています。
感圧式の粘着剤で、フィルムを窓に押し付けることで、強い
接着剤に変化します。また、貼り付け作業中は、何度でも
貼り直しができます。

メーカー名 アース製薬株式会社

剤型 エアゾール

効力 室温で3年以上
（加速実験からの推定）

出荷単位 300mL×20本

■商品特長■

飛翔昆虫飛来対策・害虫忌避剤 P.40

ムシブロック エアゾール 9999999

光に誘引される飛翔昆虫の飛来を防ぐ！

ムシブロック塗料 0005571

■商品特長■

カラー見本

メーカー名 アース製薬株式会社

剤型 液剤

効力 室温で3年以上
（加速試験からの推定）

出荷単位 1L、14L

塗工するだけで、害虫を忌避し、営巣を防止！

・自然乾燥で速やかに薄い皮膜を形成します。
・絶縁性、耐トラッキング性に問題なしとの評価されています。

・少量 40mL／m2で防虫処理が可能です。
・60℃で20分の加熱乾燥後、

完全硬化には常温で約1週間かかります。

簡単噴霧で害虫の忌避、営巣の防止！

害虫が塗料に触れることではじめて効力を発揮する

「接触型忌避剤」のため、効力の確実性、
持続性があり、においがありません。

＜塗工可能素材＞
ポリプロピレン、ナイロン、ABS、
フェノール樹脂、天然ゴム、アルミ、ガラス



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

水系処理剤（IGR発泡錠剤、粒剤、水和剤、オルソ剤など）

P.41 水系処理剤（IGR発泡錠剤、粒剤、水和剤、オルソ剤など）

資料提供：



HOHTO SHOJI CO.,LTD.

水系処理剤（IGR発泡錠剤、粒剤、水和剤、オルソ剤など）

スミラブS粒剤「SES」 有効成分 ピリプロキシフェン 0.5%

用法用量 ウジ ：希釈散布 50倍液1リットル 、 直接散布 原粒20g
ボウフラ：水量1トンに対し 2～4g

出荷単位 1kg×10袋

スミラブ発泡錠剤「SES」 有効成分 ピリプロキシフェン 0.5%

用法用量 ウジ ：発生源散布50倍液1L
ボウフラ ：水量1トンに対し原粒2～4g

出荷単位 0.5g 1g 2g（それぞれ50g分袋入×60袋）

商品名 商品詳細

デミリン発泡錠剤1％
（100錠）

有効成分 ジフルベンズロン 1.0%

用法用量 水量30L～60L当り１錠を投入（0.5～1ppm）水量が少ない場所
または、0.1㎡あたり3錠を水に適宣溶かして散布

出荷単位 100錠×10袋

チャブBT錠 有効成分 ピリプロキシフェン、Bacillus thuringiensis israelensis

用法用量 チョウバエの生息する止水域１㎡当り本品10～30gを投入
ユスリカの生息する流水域１時間流水量１トンあたり本品10～30ｇを投入

出荷単位 100g×40袋

デミリン発泡錠剤3％
（2錠×100錠）

有効成分 ジフルベンズロン 3.0%

用法用量 水量90L～180Lあたり１錠を投入（0.5～1ppm）
または、0.1㎡あたり1錠を水に適宣溶かして散布

出荷単位 （3g×2錠）×100錠×5袋発泡錠剤

発泡錠剤

粒剤

発泡錠剤

鵬図在庫有

医薬品

医薬品

鵬図在庫有

発泡錠剤 鵬図在庫有

ミディ水和剤25% 有効成分 ジフルベンズロン25.0％

用法用量 ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫：水量1トンに対し2～5gを水に溶かし散布

出荷単位 1ｋｇ×12袋水和剤

フルスター粒剤S 有効成分 クロチアニジン

用法用量 ユスリカ：静止水域 水量1トンに対し10～30g
流水域 1時間流水量1トンに対し30～50g

出荷単位 1kg×10袋

鵬図在庫有

粒剤 速効性

水系処理剤（IGR発泡錠剤、粒剤、水和剤、オルソ剤など） P.42 

スパールオルソS 有効成分 オルトジクロロベンゼン50% ジクロルボス1.5%

用法用量 ハエ成虫・蚊成虫：10～20倍液50mL／㎡
ハエ幼虫（ウジ）：100～200倍液2L／㎡
蚊幼虫（ボウフラ）：20mL／トン

出荷単位 18kg×1缶
オルソ剤 医薬品速効性

スミラブ粒剤「SES」 有効成分 ピリプロキシフェン 0.5%

用法用量 ウジ ：20g／㎡
ボウフラ ：水1㎡に対し10g

出荷単位 1kg×10袋医薬品粒剤 鵬図在庫有

鵬図在庫有

鵬図在庫有

0006089

0006088

1g： 0006613

0006391

0006478

0006380

0006099

0006500

0006418


