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「たのめーる」 カタログ 
vol.41 920ページ 

虫こないアース 玄関灯・外壁に 1本 
●効果：駆除又は忌避 
●対象害虫：ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、 
         チョウバエ、ブユ（ブヨ）、アブ、ハチ 
●内容量：450ml ●無香料 
 

お申込番号：162-6326   798円(税込) 

外壁や屋外灯に 
  スプレーするだけ！ 

約60日間 

効果が持続 

オフィスにおすすめの虫対策 

ジェット噴射タイプで 
高い場所にも届きます！ 

虫こないアース あみ戸・窓ガラスに 1本 
●効果：駆除又は忌避 
●対象害虫：カメムシ、ヨコバイ、ブユ（ブヨ）、アブ、ガ、ハチ、 
         チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ 
●内容量：450ml ●無香料 
 

お申込番号：565-6398   748円(税込) 

あみ戸や窓ガラスに 
  スプレーするだけ！ 

害虫駆除をしないことで起こる3つのリスク 

仕事に対するモチベーションが下がる 

食中毒や伝染病のリスクが高まる 

電気製品の故障の原因となる 

約60日間 

効果が持続 

●あみ戸に 
●窓ガラスに 
●よしず・すだれに 

1本で 
あみ戸・窓ガラス 

約40枚分 

撥水成分シリコーン配合で、 

雨にも強く、 
汚れがつきにくい。 

害虫に直接スプレーして 

殺虫もできる。 
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吊るすだけ簡単虫よけ！ 
  薬剤がワイドに拡散！ 

KINCHO 虫コナーズPRO 
プレートタイプ 200日用 1個 
●効果：虫よけ ●重量：約150g 
●対象害虫：ユスリカ、チョウバエ 
●サイズ：W196×D30×H177（フック使用時239）mm 
 

お申込番号：464-0075   1,790円(税込) 

壁や天井にしっかり付着！効きめ長持ち！ 

KINCHO 蚊がいなくなるスプレーPRO 
365日用 無香料 24時間 1本 
●効果：駆除 ●対象害虫：蚊 
●効果範囲：1プッシュで4.5～8畳 
●内容量：75ml ●無香料 
 

お申込番号：567-9296   1,980円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 921ページ 

365回 

プッシュ用 

約200日間 

効果が持続 

オフィスにおすすめの虫対策 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 920ページ 

●出入口に 
●店舗に 
●作業場に 

KINCHO 虫コナーズ 
プレートタイプ 玄関用 150日用 1個 
●効果：忌避 ●重量：約100g 
●対象害虫：ユスリカ、チョウバエ 
●サイズ：W50×D35×H170mm 
 

お申込番号：368-4782   940円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 920ページ 

色々なドアに掛けられるフック形状。 
タテヨコどちらでもOK！ 

約150日間 

効果が持続 

雨にも日光にも強い！ 

薬剤が最後まで 
しっかり広がる！ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAp6L57LDiAhXayosBHc4WDycQjRx6BAgBEAU&url=https://smashop.jp/dp/4987115105614&psig=AOvVaw3RcPa8-8O1SCpylJbZ6bU-&ust=1558673243526014
https://1.bp.blogspot.com/-kcV5lUNVWjk/U9y_l53j6tI/AAAAAAAAjfc/ksZGpirKWfM/s800/tenki_mark01_hare.png
https://2.bp.blogspot.com/-04yGTd8fSnA/U9y_m5vpsrI/AAAAAAAAjfw/nVqHQN_t9g4/s800/tenki_mark03_gouu.png
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抗菌、防カビ 
成分配合 

KINCHO コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 
●効果：予防、殺虫 ●対象害虫：コバエ 

仕様 お申込番号 入数 価格（税込） 

①ハイパーシトラスの香り 565-1287 
1個 498円 

②スカッシュミントの香り 565-5810 
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排水口に 
おすすめ 

排水口にポン！ポン！ 
  ニオイ、ヌメリがすっきり！ 

かんたん洗浄丸 レギュラー 
1パック(12錠) 
●洗剤の種類：錠剤 
 

お申込番号：269-9455   410円(税込) 

ゴミ箱に 
おすすめ 

ゴミ箱のフタの裏に貼るだけ！ 
コバエを退治＆寄せつけない。 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 799ページ 

広げて置くだけ！ 
そのまま捨てられて衛生的！ 

立てる水切り袋 1パック(50枚) 
●サイズ：タテ約200×ヨコ250×マチ100mm 
●材質：ポリエチレン 
 

お申込番号：563-9469   388円(税込) 

三角コーナー 
不要タイプ 

② ① 

オフィスにおすすめの虫対策 

約30日間 

効果が持続 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 800ページ 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 799ページ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7i5yEz7DiAhWoF6YKHVpIC-UQjRx6BAgBEAU&url=https://kaunet.gr.jp/2017/10/18/%E3%80%90%E5%95%86%E5%93%81%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%80%91-41904459-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%93%81-%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%94%A8/&psig=AOvVaw1cOWXi_OPhe2NoSPuRt2OP&ust=1558665333899749
https://4.bp.blogspot.com/-ZqmDNr5axa0/VvKY8Lr47TI/AAAAAAAA5EU/rUPgiBbxZdIZCfhXWlbtDSD_WGVDKgw6w/s800/food_syokuhin_haikibutsu.png
https://3.bp.blogspot.com/-jxCZmUvsWz4/VCkblia0osI/AAAAAAAAnJc/F9WsoFzDKtE/s800/kusai_haisuikou.png
https://4.bp.blogspot.com/-nunrFXJRg90/Ufj1CjzyVuI/AAAAAAAAWk0/vNpna3tGLfY/s800/baikin_komatta.png
https://2.bp.blogspot.com/-XguSKJYwxis/V8jqbXopNLI/AAAAAAAA9fM/fELW5IZezuADeUETWl0GtT9qVYGlJPsCACLcB/s800/kobae_kabashira.png
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Kao グリーストラップシリーズ 

仕様 お申込番号 入数 価格（税込） 

①グリース吸着シート カットタイプ 566-2807 1パック(5枚) 1,393円 

②グリース吸着シート ロールタイプ 566-2814 1本（10m） 5,119円 

③捕集ネット Sサイズ 566-2821 1パック(10枚) 1,188円 

④捕集ネット Mサイズ 566-2838 1パック(10枚) 1,555円 

⑤捕集ネット Lサイズ 566-2845 1パック(10枚) 1,803円 

⑥汚泥キャッチャー 小サイズ 566-2852 1本 7,344円 

⑦汚泥キャッチャー 大サイズ 566-2869 1本 10,551円 
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飲食店におすすめの虫対策 

グリーストラップに溜まった油や残渣、汚泥をかんたん除去！ 

グリーストラップ専用お手入れツールはとっても手軽！ 

清掃の手間と時間を大幅削減 

ローコスト、ハイパフォーマンス 

ニオイ・害虫をしっかり予防 

環境にやさしい 

① ② 

⑤ ④ ③ ⑥ ⑦ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvmpqX87DiAhWjyYsBHTMrB6UQjRx6BAgBEAU&url=https://letao.com.tw/yahoojp/auctions/item.php?aID%3Dw254514451&psig=AOvVaw1-UBKbGqPRd9_rF2TiSBfN&ust=1558675042721667
https://3.bp.blogspot.com/-EKXKouH7q78/VJF_cr6QXoI/AAAAAAAAp24/QKe_rU6Fsdk/s800/cleaning_seiketsu.png


~    ~ 5 

無臭 

シートを 
貼るだけ 

KINCHO 業務用 虫コナーズ 
シートタイプ(ガラス用) 30日用 1パック(6枚) 
●効果：不快害虫の駆除及び忌避 
●対象害虫：ユスリカ、チョウバエ 
 

お申込番号：562-7868   3,456円(税込) 

オフィスや飲食店などで 
使用可能な簡単虫除けカーテン。 

雨に濡れても 

OK 

約30日間 

効果が持続 

KINCHO 業務用フライキャッチャー 
1パック(10枚) 
●対象害虫：ハエ 
●サイズ：430×225×H65mm 
※水のかからない所で使用してください。 
 

お申込番号：263-0704   6,980円(税込) 

ハエを誘ってキャッチ！ 

約30日間 

効果が持続 

粘着シート 

穴あきシール 

容器 

誘引剤 

～内容～ 

殺虫剤不使用で食品現場にオススメ！ 

飲食店におすすめの虫対策 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 920ページ 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 923ページ 

一目でわかるお取替えのサイン 

使用初期 取替時期 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsrteXz67iAhWuBKYKHXabB1UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.elife.jp.net/shopdetail/000000008131/&psig=AOvVaw25xyGV2kh79UtOe9qWiDYW&ust=1558596662409339
https://2.bp.blogspot.com/-AgN8lTLYMXs/UZ2U9TgmEmI/AAAAAAAATrE/2TzOjYwgrKc/s800/job_supermarket.png
https://4.bp.blogspot.com/-ZNFnlpcmfFE/UvTd3wYMxsI/AAAAAAAAdfk/R_UD_8LQtog/s800/bug_hae.png
https://2.bp.blogspot.com/-XguSKJYwxis/V8jqbXopNLI/AAAAAAAA9fM/fELW5IZezuADeUETWl0GtT9qVYGlJPsCACLcB/s800/kobae_kabashira.png
https://2.bp.blogspot.com/-04yGTd8fSnA/U9y_m5vpsrI/AAAAAAAAjfw/nVqHQN_t9g4/s800/tenki_mark03_gouu.png
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ゴキブリの食いつきが約3倍アップ！ 

3ステップで 
良く効く！ 

ホワイトキャップ 
ゴキブリホウ酸ダンゴ 1パック(16個) 
●対象害虫：ゴキブリ 
●内容量：16個 
 

お申込番号：362-0812   498円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 922ページ 
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     対策におすすめ！ 

約1年間 

効果が持続 

16個入 ゴキブリの好みを追及した、 
天然由来素材使用のダンゴだからです！ 

なぜ効くの 

KINCHO 
ゴキブリがいなくなるスプレー 1本 
●対象害虫：ゴキブリ 
●内容量：200ml 
 

お申込番号：563-6956   980円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 922ページ 

約2週間 

効果が持続 ゴキブリがよく出る場所にスプレーするだけ！ 

薬剤を嫌がって 
寄り付かない 

https://1.bp.blogspot.com/-Q0nWXKJO2_A/UvTd3xvOq9I/AAAAAAAAdfo/E_5n8zJglTw/s800/bug_gokiburi.png
https://3.bp.blogspot.com/-aYeabkzZuXw/Whu2k5RDoII/AAAAAAABIjA/p7i7BW2A-eI0LWzMn2p4o2HLO31u8bJEgCLcBGAs/s800/seikou_banzai_woman.png
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殺虫剤不使用！ 
 食品まわりやお子様の居る空間でも使えます！ 
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ナチュラス 凍らすジェット 
ゴキブリ秒殺 1本 
●対象害虫：ゴキブリ 
●内容量：200ml 
 

お申込番号：262-9579   980円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 922ページ 

     対策におすすめ！ 

-85℃の冷撃効果で 

ゴキブリの動きを止め、 
天然ハッカ油で殺虫！ 

フマキラー ゴキファイタープロ 
ストロング 1本 
●対象害虫：ゴキブリ 
●内容量：450ml 
 

お申込番号：362-0805   805円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 922ページ 

18cmの超ロングノズル装備で 
        近づかずに退治可能。 

すばやいゴキブリを 
逃さない！ 

イヤなゴキブリに 
近づかずに退治！ 

スプレーした後も 

ベタつき、あと残りなし！ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAtZL_9rDiAhULK6YKHbhJC58QjRx6BAgBEAU&url=https://wowma.jp/item/304986780?prefectures%3D23&psig=AOvVaw1aR7DR0rDCqjuxvVERsMeD&ust=1558676056955972
https://1.bp.blogspot.com/-Q0nWXKJO2_A/UvTd3xvOq9I/AAAAAAAAdfo/E_5n8zJglTw/s800/bug_gokiburi.png
https://1.bp.blogspot.com/-8yp7vZYjLI0/Wge7rfbqlMI/AAAAAAABICg/FHxDe8j5sNY_UN_Mgj2gv6S81f2iTGLegCLcBGAs/s800/bug_sacchuuzai_reitou.png
https://3.bp.blogspot.com/-aYeabkzZuXw/Whu2k5RDoII/AAAAAAABIjA/p7i7BW2A-eI0LWzMn2p4o2HLO31u8bJEgCLcBGAs/s800/seikou_banzai_woman.png
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これ１本でクモがいなくなる！ 
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KINCHO クモ用ハンター 1本 
●効果：殺虫・造網阻止 ●対象害虫：クモ 
●効果範囲：噴霧面 ●内容量：450ml 
 

お申込番号：261-6143   970円(税込) 

「たのめーる」 掲載ページ 
vol.41 923ページ 

     対策におすすめ！ 

バズーカ砲方式で強力大量噴射！ 

スズメバチマグナムジェットプロ 1本 
●効果：駆除 
●対象害虫：スズメバチ（オオスズメバチを除く）、アシナガバチ、 
  クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユ（ブヨ）、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 
●内容量：550ml 
 

お申込番号：162-7255   1,680円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 924ページ 

約30日間 

効果が持続 
ジェット噴射タイプで 

高い場所にも届きます！ 

https://1.bp.blogspot.com/-FbG-wm8nfG0/U2srq6zPuGI/AAAAAAAAf14/IldusELRyAw/s800/bug_kumo_ito.png
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU2PTC4K7iAhW9yosBHUtPDAAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dandorie.com/blog/suzumebachi-kujyo/&psig=AOvVaw2QGfN4toJgg8xygJBw0fw8&ust=1558600615016455
https://1.bp.blogspot.com/-YoKsv_evnNM/WaPvcNrj5zI/AAAAAAABGMs/8mlxQhZyRuU_CoPJiSzJ67ir1CNfAulvQCLcBGAs/s800/bug_hachi_doku.png
https://4.bp.blogspot.com/-EvOEsh7xAkU/Wj4IR1YljCI/AAAAAAABJJM/Ja9d4-LmIV04s41hznqdEQEbQlx3uHIkACLcBGAs/s800/bug_kumo_jorougumo.png
https://1.bp.blogspot.com/-YoKsv_evnNM/WaPvcNrj5zI/AAAAAAABGMs/8mlxQhZyRuU_CoPJiSzJ67ir1CNfAulvQCLcBGAs/s800/bug_hachi_doku.png
https://4.bp.blogspot.com/-DgWf2-9ymbg/Ut0BeAQF9JI/AAAAAAAAdZY/A_sElkCnQhs/s800/suzumebachi_su.png
https://4.bp.blogspot.com/-EvOEsh7xAkU/Wj4IR1YljCI/AAAAAAABJJM/Ja9d4-LmIV04s41hznqdEQEbQlx3uHIkACLcBGAs/s800/bug_kumo_jorougumo.png
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デスモアプロ トレータイプ 1箱(4個) 
●効果：駆除 
●対象害虫：ネズミ 
●内容量：15g（1トレー当たり） 
 

お申込番号：461-2179   1,990円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 926ページ 

しぶとい抵抗性ネズミにも効く強力殺鼠剤。 

■濡れた所や汚れた所でも 
 置きやすいトレータイプ 流し台の下や 

冷蔵庫の裏に！ 

業務用粘着ネズミとりシート 
プロボードL 1箱(10枚) 
●対象害虫：ネズミ 
●サイズ：335×216×H3mm（折りたたみ時：165×216×H8mm） 
 

お申込番号：162-4719   1,625円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 926ページ 

汚れの目立たないプロ仕様のネズミとりシート。 

ネズミのみはり番 忌避ゲル 1個 
●効果：忌避 ●対象害虫：ネズミ 
●内容量：350g ●効果範囲：6～8畳 
●効果持続日数：約2ヶ月 
 

お申込番号：260-3643   990円(税込) 

置くだけ簡単。 
ネズミの嫌がるニオイで、寄せつけない！ 

     対策におすすめ！ 

ネズミが嫌いな 
ハーブ成分と 
ネコのニオイ！ 

水をはじく耐水紙。 約60日間 

効果が持続 

https://3.bp.blogspot.com/-QH9s4f_Gvh4/VIhPHCvBJAI/AAAAAAAApmo/jibhZYLfSAU/s800/nezumi_tori.png
https://1.bp.blogspot.com/-mxFfb-1oBWg/WOdDcBJ9hAI/AAAAAAABDjM/NIiVvzYaJ7AA0W4-GsCvGE4wpcMIE18QQCLcB/s800/animal_dobu_nezumi.png
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KINCHO 虫コナーズ ヒアリにも効く 
服にかける虫よけスプレー 1本 
●効果：虫よけ 
●内容量：200ml 
 

お申込番号：563-7359   698円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 920ページ 

服の上からかけるだけ！ 
外での作業時におすすめ！ 

服の上から 足元に 

外での作業や外出時に！ 

虫よけパッチα シールタイプ プーさん 
1パック(72枚) 
●効果：忌避 ●対象害虫：ユスリカ 
●シールサイズ：Φ35mm 
●有効成分：レモンユーカリオイル 
●効果持続時間：約12時間（1枚あたり） 
 

お申込番号：262-9487   780円(税込) 

虫が嫌がる天然成分を配合した 
        シールタイプの虫よけ。 

洋服や 
リュック、身の回りのものに 

貼るだけ簡単！ 

小さなお子さまでも 
安心です。 

1回4～6枚が 
使用の目安です。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv0d2I-q3iAhUzL6YKHfmFCMwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/m_irui/hiari_fuku_spray/index.html&psig=AOvVaw1G8QhuMESGlBPXL2L06M-h&ust=1558573814657720
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv0d2I-q3iAhUzL6YKHfmFCMwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/m_irui/hiari_fuku_spray/index.html&psig=AOvVaw1G8QhuMESGlBPXL2L06M-h&ust=1558573814657720
https://1.bp.blogspot.com/-O2mQuEDNbAM/Vvpd0SvnJfI/AAAAAAAA5SU/9lpu1ayN2-YXutP7Q0ZcDOSllfAyVQO4g/s800/job_seibishi_ase.png
https://2.bp.blogspot.com/-4VeMg5RaX7A/WCqd58-21gI/AAAAAAAA_pw/tfqGS5NxchUSJjYABo34gp2BZ6sW4IXQwCLcB/s800/sand_hoshino_suna.png
https://1.bp.blogspot.com/-6TkD8XyDiFA/VfS65mS6kOI/AAAAAAAAxVk/kQDzxEZyOxI/s800/baby_yubi_syaburi.png
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根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム 1本 
●用途：除草 ●タイプ：シャワータイプ 
●適用害虫：ユスリカ、ムカデ、ケムシ、ダンゴムシ、 
 ナメクジ等 
●容量：2L 
※農薬として使用できません。 
 

お申込番号：563-7281   1,380円(税込) 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 925ページ 

根までしっかり枯らして、殺虫＆虫よけもできる！ 

外回りのおすすめアイテム！ 

KINCHO ナメクジがいなくなるつぶつぶ 
ナメクジ駆除剤 天然成分 1パック(10個) 
●効果：駆除 ●仕様：ナメクジ用毒餌剤 
●適用害虫：ナメクジ、カタツムリ ●内容量：5g 
※こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降の 
  お届けとなる場合がございます。 
 

お申込番号：368-5031   498円(税込) 

ナメクジの殺虫&待ち伏せ効果。 

約2週間 

効果が持続 

アリアトール／ムカデ粉剤 
●対象害虫：①アリ、ヒアリ ②ムカデ、ヤスデ 
●内容量：1.1kg 

仕様 お申込番号 入数 価格（税込） 

①アリアトール 563-3504 
1本 820円 

②ムカデ粉剤 563-3528 

まくだけ簡単！ 
まきやすい3つ穴キャップ。 

「たのめーる」 カタログ 
vol.41 924ページ 

約3ヶ月 

効果が持続 

ムカデ、ヤスデを 
まちぶせ殺虫。 

様々なアリ退治に。 
ヒアリにも効く。 

除草 

約50日間 

効果が持続 

雑草のまわりに隠れている 
クモやムカデ、アリ、 
ダンゴムシなどの 

はう虫を速効退治。 

虫よけ 

約1ヶ月 

効果が持続 

① ② 

https://4.bp.blogspot.com/-pNjgqHvUbf8/XGZUSyHacZI/AAAAAAABRZo/qhqY5a0EtSAvwAZ7F-YFJdQKdYeKcqn5gCLcBGAs/s800/bug_yasude.png

