
公益社団法人 福島県植物防疫協会　行 ［本申し込み用紙は、コピーしてご利用下さい。］

FAX(024)554-6627

１．当協会では，発生予察（以下，調査研究を含む）に用い防除目的には使用しないことを明確にされた場合に限り発生予察用調査資材

　（以下，調査資材）の申込を受け付けます。

（必ずご記入下さい） 申込者氏名 平成　　年　　月　　日

（取扱品目・価格は平成28年4月 1日現在、消費税別・送料サービス）
品目（対象害虫名） 社　　名 備考 本体価格 数量 本体価格 数量 色指定

ニカメイガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 住友化学 12個 7,700円 －

コブノメイガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 アースバイオ 12個 7,700円 －

信越化学工業 12本 住友化学 12個 7,700円 －

アースバイオ 12個 7,700円 －

アースバイオ 12個 7,500円 チャノホソガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 －

信越化学工業 12本 7,500円 チャドクガ用 サンケイ化学 2個 10,000円 －

アースバイオ 12個 7,500円 3,800円 －

アワノメイガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 屋根のみ 6台 3,600円 －

フタオビコヤガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 粘着板 12枚 3,200円 －

イネヨトウ用 サンケイ化学 12個 10,000円 3,800円

マメシンクイガ用 信越化学工業 12個 7,500円 屋根のみ 6台 3,600円

住友化学 8個 11,800円 12枚 3,200円

サンケイ化学 12個 10,000円 100枚 26,000円 －

シロイチモジヨトウ用 サンケイ化学 12個 7,700円 2,700円 －

ヨトウガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 粘着台紙 24枚 6,400円 －

オオタバコガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 小型粘着板 （サンケイ化学） 100枚 10,000円 －

タバコガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 粘着ネット 6枚 4,950円 －

カブラヤガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 粘着ネット用フレーム 6本 3,300円 －

タマナヤガ用 サンケイ化学 12個 10,000円 ファネルトラップ （サンケイ化学） 1台 4,500円 －

タマナギンウワバ用 サンケイ化学 12個 10,000円 住化式乾式トラップ （住友化学） 1台 3,500円 －

住友化学 12個 7,700円 AUトラップ （信越化学工業） 1台 10,000円 －

アースバイオ 12個 7,700円 1台 6,800円 黄

サンケイ化学 12個 7,700円 1台 6,800円 白

ネギコガ用 アースバイオ 12個 12,900円 1台 6,800円 黒

アリモドキゾウムシ用 サンケイ化学 12個 7,700円 1箱 14,100円 黄

住友化学 12個(2ヶ月) 10,300円 1箱 14,100円 青

アースバイオ 12個(1ヶ月) 7,700円 1箱 15,000円 黄

アースバイオ 12個 7,700円 誘引ｼｰﾄ・トラップ 30枚･10個 3,500円

サンケイ化学 12個 7,700円 交換用誘引ｼｰﾄ 30枚 2,500円

住友化学 12個 7,700円 住所・TEL：〒　　　－　　　 TEL(　　  )   　 －

アースバイオ 12個 7,700円 納

リンゴモンハマキ用 アースバイオ 12個 7,700円

コスカシバ用 アースバイオ 12個 7,700円

ヒメコスカシバ用 信越化学工業 12個 7,500円

モモハモグリガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 品

キンモンホソガ用 サンケイ化学 12個 7,700円 名称：

モモノゴマダラノメイガ用 サンケイ化学 12個 10,000円

サンケイ化学 10本 20,000円

信越化学工業 5本(AUﾄﾗｯﾌﾟ付) 19,000円 先

スモモヒメシンクイ用 信越化学工業 12個 7,500円

ミダレカクモンハマキ用 信越化学工業 12個 7,500円 担当者名：      　          FAX(　　　)　　　－

クビアカスカシバ用 信越化学工業 12個 7,500円 住所・TEL：〒　　　－　　　 TEL( 　　 )   　 －

ヒメボクトウ用 信越化学工業 12個 7,500円 請

カシノナガキクイムシ用 サンケイ化学 2個 16,000円

ナシマルカイガラムシ用セット サンケイ化学 5個専用粘着板20枚 12,000円

アカマルカイガラムシ用セット サンケイ化学 5個専用粘着板20枚 12,000円

マメコガネ用 サンケイ化学 コガネコールA 4,800円 求

サンケイ化学

コガネコールC

サンケイ化学

マダラコール

サンケイ化学 8,800円 先

サンケイ化学 担当者名：              　  FAX(　　　 )　　－

アカネコールBA

・設置箇所数が多い。 約　　　地点

・設置期間が長い。 約　　　か月間

・設置場所の地形の変化が著しい。

・その他の理由は下記のとおり

セット(屋根3･粘着台紙6)

アカヒゲ・アカスジカスミカメ
用トラップ（アースバイオ）

虫取り君（サンケイ化学）10枚×10袋

スギノアカネトラカミキリ用(ｱｶﾈｺｰﾙ)

訪花性昆虫（ハナムグリ、ハナカ
ミキリ、ハチ等） 申込数量が多い理由

粘
着
式
ト
ラ
ッ
プ

乾
式
ト
ラ
ッ
プ

粘
着
シ
ー
ト

SEトラップ（サンケイ
化学）

粘着板

ITシート（サンケイ化学）10巻入り

1Cトラップ（アースバ
イオ）

シロテンハナムグリ・アシナガコ
ガネ・ヒラタアオコガネ用

4,800円

カミキリ・ゾウムシ・キクイムシ・ハバチ等針
葉樹寄生性昆虫用 5,000円

発生予察用調査資材申込書
（社）日本植物防疫協会の発生予察用調査資材申込規約（下記）に従い、本調査資材を防除用には使用しないことをこ
こに明確にし、下記のとおり申込いたします。

申
込
規
約

２．当協会へ申し込む方は，その調査資材を使用する方が防除目的に使用しないよう十分に指導することとします。

３．当協会で取り扱った調査資材について，防除目的に使用した場合は，その責任は申込者と使用者の責任とします。

白・緑

４．注文の間違いによるフェロモンの返品はおことわりいたします。

住化式粘着トラップ
（住友化学）

チャハマキ用
茶
関
係

品目（社名）・内容

アカヒゲホソミドリカ
スミカメ用

チャノコカクモンハマ
キ用

通
信
欄

水
稲
野
菜
関
係

アカスジカスミカメ用
7,500円

　2016年10月31日で販売終了

ハスモンヨトウ用

ナシヒメシンクイ用

リンゴコカクモンハマキ用

11,000円

果
樹
関
係

モモシンクイガ用

チャバネアオカメムシ用

コナガ用

セット(屋根1･粘着板12)

セット(屋根1･粘着板12)

コガネコール・マダラコール用誘引器
（サンケイ化学）

コナダニ見張番（サンケイ
化学）

芝
関
係
そ
の
他


