
商品名商品名商品名商品名 機種名機種名機種名機種名 型式型式型式型式 動力動力動力動力 重量重量重量重量 噴出量噴出量噴出量噴出量 散布物性状散布物性状散布物性状散布物性状 使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名 商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞煙霧 フタルスリン0.2，ｄ-Ｔ８０-レスメトリン0.05， ピペロニルブトキサイド0.75% 油剤＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ ＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ダイアジノン5% 乳剤 ダイアジノン乳剤［フ］スイングフォッグＳＮ-５０ ダイアジノン5% 水性乳剤 ダイアジノンクリン「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 乳剤 金鳥スミチオン乳剤［大］、プレミアムスミチオン乳剤［フ］フェニトロチオン10% 低臭性乳剤 金鳥スミチオン乳剤ＬＳ［大］フェニトロチオン10% 水溶剤 スーパーＳ（２号）「ＳＥＳ」［住］煙霧 フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 水溶剤 スーパーＮＰ「ＳＥＳ」［住］ミスト 肩掛け式 パルスジェットエンジン ６．８kg 0.35L/分 フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ［大］、スミチオンＮＰ乳剤［フ］ULV フェンチオン5% 乳剤 フマテックス乳剤［フ］フェンチオン5% 水性乳剤 ノンソル乳剤B「ＳＥＳ」［住］、フマテックス水性乳剤［フ］フェンチオン5%，ジクロルボス2% 乳剤 バイヒットＤＶ乳剤［サ］ミスト フェンチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 三丸バイテックスＮＰ乳剤［サ］　薬剤を残留させない散布ができる トリクロルホン5%，ジクロルボス0.5% 乳剤 ディプサイドD乳剤［サ］　短時間で広範囲の処理ができる プロペタンホス3% 乳剤 サフロチン乳剤［フ］　足場の悪い場所にも持ち込める プロペタンホス3% 水性乳剤 水性サフロチン乳剤「ＳＥＳ」［住］＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞ ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞シフルトリン1% 水性乳剤 レスポンサー水性乳剤［バ］エトフェンプロックス5% 乳剤 レナトップ乳剤［三］ベルミトール水性乳剤アクア［三］、レナトップ水性乳剤２［三］、 ＥＴＦ水性乳剤２［三］、サニタリーＥＰ水性乳剤［フ］ピレトリン0.18% 乳剤 「金鳥」除虫菊乳剤［大］フェノトリン10% 水性乳剤 スミスリン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥スミスリン乳剤［大］、スミスリン乳剤［フ］ペルメトリン5% 乳剤 金鳥エクスミン乳剤ＬＡ［大］ペルメトリン5% 水性乳剤 エクスミン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥エクスミン乳剤［大］、エクスミン乳剤Ｐ［フ］ｄ･ｄ－T-シフェノトリン5%水性乳剤 水性ゴキラート乳剤「ＳＥＳ」［住］＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ULV フェノトリン10% ULV乳剤 金鳥ＵＬＶ乳剤Ｓ［大］ペルメトリン5% ULV乳剤 金鳥ＵＬＶ乳剤Ｅ［大］＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞フタルスリン0.2，ｄ-Ｔ８０-レスメトリン0.05， ピペロニルブトキサイド0.75% 油剤＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ ＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ダイアジノン5% 乳剤 ダイアジノン乳剤［フ］やまびこ　ＦＭ－４A　 ダイアジノン5% 水性乳剤 ダイアジノンクリン「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 乳剤 金鳥スミチオン乳剤［大］、プレミアムスミチオン乳剤［フ］フェニトロチオン10% 低臭性乳剤 金鳥スミチオン乳剤ＬＳ［大］、スミチオン乳剤Ａ［フ］フェニトロチオン10% 水溶剤 スーパーＳ（２号）「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 水溶剤 スーパーＮＰ「ＳＥＳ」［住］煙霧、ミスト 車輪付き ガソリンエンジン ４８ｋｇ フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ［大］、スミチオンＮＰ乳剤［フ］フェンチオン5% 乳剤 フマテックス乳剤［フ］フェンチオン5% 水性乳剤 ノンソル乳剤B「ＳＥＳ」［住］、フマテックス水性乳剤［フ］0.5～1.4L/分 ミスト フェンチオン5%，ジクロルボス2% 乳剤 バイヒットＤＶ乳剤［サ］フェンチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 三丸バイテックスＮＰ乳剤［サ］トリクロルホン5%，ジクロルボス0.5% 乳剤 ディプサイドD乳剤［サ］　薬剤を残留させない散布ができる プロペタンホス3% 乳剤 サフロチン乳剤［フ］　短時間で広範囲の処理ができる プロペタンホス3% 水性乳剤 水性サフロチン乳剤「ＳＥＳ」［住］　街中を移動するのに重くない ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞ ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞シフルトリン1% 水性乳剤 レスポンサー水性乳剤［バ］エトフェンプロックス5% 乳剤 レナトップ乳剤［三］ベルミトール水性乳剤アクア［三］、レナトップ水性乳剤２［三］、 ＥＴＦ水性乳剤２［三］、サニタリーＥＰ水性乳剤［フ］ピレトリン0.18% 乳剤 「金鳥」除虫菊乳剤［大］フェノトリン10% 水性乳剤 スミスリン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥スミスリン乳剤［大］、スミスリン乳剤［フ］ペルメトリン5% 乳剤 金鳥エクスミン乳剤ＬＡ［大］ペルメトリン5% 水性乳剤 エクスミン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥エクスミン乳剤［大］、エクスミン乳剤Ｐ［フ］ｄ･ｄ－T-シフェノトリン5%水性乳剤 水性ゴキラート乳剤「ＳＥＳ」［住］　*印は，ア＝アース・バイオケミカル，サ＝サンケミファ，住＝住化エンバイロメンタルサイエンス,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，バ＝バイエルクロップサイエンス，日＝日本液炭エトフェンプロックス7% 水性乳剤

蚊防除用機械 <1/3>

0.1～0.25L/分 煙霧
ピレハイス油剤［フ］

エトフェンプロックス7% 水性乳剤 ピレハイス油剤［フ］



商品名商品名商品名商品名 機種名機種名機種名機種名 型式型式型式型式 動力動力動力動力 重量重量重量重量 噴出量噴出量噴出量噴出量 散布物性状散布物性状散布物性状散布物性状 使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名 商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ ＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞Ｂ＆Ｇ　エクステンダーバン ダイアジノン5% 乳剤 ダイアジノン乳剤［フ］ダイアジノン5% 水性乳剤 ダイアジノンクリン「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 乳剤 金鳥スミチオン乳剤［大］、プレミアムスミチオン乳剤［フ］フェニトロチオン10% 低臭性乳剤 金鳥スミチオン乳剤ＬＳ［大］手動自動噴霧機 肩掛け式 手動蓄圧式 ３．３ｋｇ 0.02～0.6L/分 フェニトロチオン10% フロアブル剤 スミチオン１０ＦＬ「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 水溶剤 スーパーＳ（２号）「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 水溶剤 スーパーＮＰ「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ［大］、スミチオンＮＰ乳剤［フ］フェンチオン5% 乳剤 フマテックス乳剤［フ］フェンチオン5% 水性乳剤 ノンソル乳剤B「ＳＥＳ」［住］、フマテックス水性乳剤［フ］操作が簡単で、狭い場所も持ち込める フェンチオン5%，ジクロルボス2% 乳剤 バイヒットＤＶ乳剤［サ］フェンチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 三丸バイテックスＮＰ乳剤［サ］背負動噴 SHRE 175HO トリクロルホン5%，ジクロルボス0.5% 乳剤 ディプサイドD乳剤［サ］プロペタンホス3% 乳剤 サフロチン乳剤［フ］プロペタンホス3% 水性乳剤 水性サフロチン乳剤「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン0.5%６．３kg １．２L/分  フロアブル剤フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% フロアブル剤フェニトロチオン1% 油剤 プレミアムスミチオン油剤［フ］フェニトロチオン0.5，フタルスリン0.05， ピペロニルブトキサイド0.25% 油剤　短時間で効率の良い散布ができる フェンチオン0.5%，ジクロルボス0.3% 油剤 強力バイヒットDV油剤［サ］フェンチオン0.5%，フタルスリン0.05% 油剤 三丸バイテックスＮＰ油剤［サ］MS059D-20-A（霧王） 背負動力噴霧機 背負式 ガソリンエンジン ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞ ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞シフルトリン1% 水性乳剤 レスポンサー水性乳剤［バ］エトフェンプロックス5% 乳剤 レナトップ乳剤［三］エトフェンプロックス7% 水性乳剤 ベルミトール水性乳剤アクア［三］、レナトップ水性乳剤２［三］、 ＥＴＦ水性乳剤２［三］、サニタリーＥＰ水性乳剤［フ］ピレトリン0.18% 乳剤 「金鳥」除虫菊乳剤［大］８．４ｋｇ ７．５Ｌ/分 ピレトリン4% フロアブル剤 ピレトリン40ＦＬ「ＳＥＳ］「住」フェノトリン10% 水性乳剤 スミスリン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥スミスリン乳剤［大］、スミスリン乳剤［フ］ペルメトリン5% 乳剤 金鳥エクスミン乳剤ＬＡ［大］ペルメトリン5% 水性乳剤 エクスミン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥エクスミン乳剤［大］、エクスミン乳剤Ｐ［フ］ピレトリン0.08%，フタルスリン0.068% 油剤　 キンチョール液［大］　短時間で効率の良い散布ができる フタルスリン0.2，ｄ-Ｔ８０-レスメトリン0.05， ピレハイス油剤［フ］ ピペロニルブトキサイド0.75% 油剤セット動噴 VSC361A ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン5% 水性乳剤 水性ゴキラート乳剤「ＳＥＳ］「住」ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン5% フロアブル剤 ゴキラート５ＦＬ「ＳＥＳ］「住」＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞ ＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞自走式キャリー動噴 セット動噴 ガソリンエンジン １１０ｋｇ 接続したノズルによる メトプレン10% 懸濁剤 アルトシッド１０Ｆ［ア］参考：吸水量24.0L/分 ジフルベンズロン25% 水和剤 デミリン水和剤２５％［三］ピリプロキシフェン0.5% 粒剤 スミラブＳ粒剤「ＳＥＳ」［住］　一度に広範囲の処理ができるミラクンS 　炭酸ガス製剤　専用の投薬ガン、ホース ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞　ショルダーバッグ、台車 天然ピレトリン1%炭酸ガス製剤 ミラクンＰＹ［日］約6kg フェノトリン1%炭酸ガス製剤 ミラクンＳ［日］（薬量2.4kg）噴霧時の音が静か　*印は，ア＝アース・バイオケミカル，サ＝サンケミファ，住＝住化エンバイロメンタルサイエンス,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，バ＝バイエルクロップサイエンス，日＝日本液炭

スミチオンＮＰ油剤［フ］
４１０ｇ/分 ドライミスト

油剤/乳剤噴霧
蚊防除用機械 <2/3>

不要薬剤を残留させない散布ができる短時間で広範囲の処理ができる足場の悪い場所にも持ち込める

スミチオンゴキラートＦＬ［住］スミチオンＮＰ‐FL「ＳＥＳ」［住］



商品名商品名商品名商品名 機種名機種名機種名機種名 型式型式型式型式 動力動力動力動力 重量重量重量重量 噴出量噴出量噴出量噴出量 散布物性状散布物性状散布物性状散布物性状 使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名使用薬剤 一般名 商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］商品名［メーカー名略号*］＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞ ＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞＜有機リン系を含む＞MDJ3000-9 ダイアジノン5% 乳剤 ダイアジノン乳剤［フ］ダイアジノン5% 水性乳剤 ダイアジノンクリン「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 乳剤 金鳥スミチオン乳剤［大］、プレミアムスミチオン乳剤［フ］フェニトロチオン10% 低臭性乳剤 金鳥スミチオン乳剤ＬＳ［大］フェニトロチオン10% フロアブル剤 スミチオン１０ＦＬ「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン10% 水溶剤 スーパーＳ（２号）「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 水溶剤 スーパーＮＰ「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 金鳥ＳＮＰ乳剤Ａ［大］、スミチオンＮＰ乳剤［フ］７．８ｋｇ ３L/分 フェンチオン5% 乳剤 フマテックス乳剤［フ］フェンチオン5% 水性乳剤 ノンソル乳剤B「ＳＥＳ」［住］、フマテックス水性乳剤［フ］フェンチオン5%，ジクロルボス2% 乳剤 バイヒットＤＶ乳剤［サ］フェンチオン5%，フタルスリン0.5% 乳剤 三丸バイテックスＮＰ乳剤［サ］トリクロルホン5%，ジクロルボス0.5% 乳剤 ディプサイドD乳剤［サ］プロペタンホス3% 乳剤 サフロチン乳剤［フ］プロペタンホス3% 水性乳剤 水性サフロチン乳剤「ＳＥＳ」［住］フェニトロチオン5%，ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン0.5%アタッチメント装着でミスト噴霧が可能  フロアブル剤フェニトロチオン5%，フタルスリン0.5% フロアブル剤 スミチオンＮＰ‐FL「ＳＥＳ」［住］背負動力散布機 背負式 ガソリンエンジン ミスト ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞ ＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞＜ピレスロイド系、ピレスロイド様＞DMC 801F 　（ミスト、散粉） シフルトリン1% 水性乳剤 レスポンサー水性乳剤［バ］エトフェンプロックス5% 乳剤 レナトップ乳剤［三］ベルミトール水性乳剤アクア［三］、レナトップ水性乳剤２［三］、ＥＴＦ水性乳剤２［三］、サニタリーＥＰ水性乳剤［フ］ピレトリン0.18% 乳剤 「金鳥」除虫菊乳剤［大］ピレトリン4% フロアブル剤 ピレトリン40ＦＬ「ＳＥＳ］「住」フェノトリン10% 水性乳剤 スミスリン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥スミスリン乳剤［大］、スミスリン乳剤［フ］ペルメトリン5% 乳剤 金鳥エクスミン乳剤ＬＡ［大］１１．５ｋｇ 最大4.3L/分 ペルメトリン5% 水性乳剤 エクスミン乳剤「ＳＥＳ」［住］、金鳥エクスミン乳剤［大］、エクスミン乳剤Ｐ［フ］ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン5% 水性乳剤 水性ゴキラート乳剤「ＳＥＳ］「住」ｄ・ｄ-Ｔ－シフェノトリン5% フロアブル剤 ゴキラート５ＦＬ「ＳＥＳ］「住」＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞ ＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞メトプレン10% 懸濁剤 アルトシッド１０Ｆ［ア］ジフルベンズロン25% 水和剤 デミリン水和剤２５％［三］ピリプロキシフェン0.5% 粒剤 スミラブＳ粒剤「ＳＥＳ」［住］アタッチメント装着でミスト噴霧が可能 粉剤　７ｋｇ/分粒剤　２．６ｋｇ/分 ＜有機リン系＞＜有機リン系＞＜有機リン系＞＜有機リン系＞ ＜有機リン系＞＜有機リン系＞＜有機リン系＞＜有機リン系＞D-9 フェニトロチオン1.5% 粉剤 スミチオン粉剤「ＳＥＳ」［住］、スミチオン粉剤［フ］フェンチオン1% 粉剤 バイヒット粉剤［サ］フェンチオン5% 粒剤 フマテックス５％粒剤［フ］、粒剤DF「ＳＥＳ」［住］、バイテックス粒剤「ＳＥＳ」［住］＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞ ＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞＜IGR＞手動粉剤散布機 前掛け 手動回転式 ３ｋｇ 手動調整 スミラブ粒剤「ＳＥＳ」［住］、スミラブ粒剤［フ］、金鳥スミラブ粒剤［大］、アーススミラブ粒剤［ア］ピリプロキシフェン0.5% 粒剤 スミラブＳ粒剤「ＳＥＳ」［住］　粉剤、粒剤が手軽に散布できるフォンタン ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞ ＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞＜ピレスロイド系＞フェノトリン10% ULV乳剤 金鳥ＵＬＶ乳剤Ｓ［大］ULV機 背負式 ガソリンエンジン １２ｋｇ 0.016～0.1L/分 ULV ペルメトリン5% ULV乳剤 金鳥ＵＬＶ乳剤Ｅ［大］ 薬剤を残留させない散布ができる 短時間で広範囲の処理ができる 足場の悪い場所にも持ち込める　*印は，ア＝アース・バイオケミカル，サ＝サンケミファ，住＝住化エンバイロメンタルサイエンス,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，バ＝バイエルクロップサイエンス，日＝日本液炭

蚊防除用機械 <3/3>
スミチオンゴキラートＦＬ［住］エトフェンプロックス7% 水性乳剤

ピリプロキシフェン0.5% 粒剤粉剤/粒剤散布


