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環境ビジネス研究会会報 

2018年 4月号 

第18回総会・第102回定例会 2018年3月10日（土曜日）開催 

・自由参加 害虫獣供養祭 氷川神社 

①第18回 環境ビジネス研究会総会 

②泡噴霧器・ULVについて 牛田噴霧器工場 牛田氏（EBR会員） 

③ストロンテック業務用リキッドイオンアトマイザー（防虫用）について SES 

④フライヘル・ファーストキルについて 環境機器 川上氏 

④フマキラーIGF−１・パナジョウカPRO・パナモスコン 
・パナラウムケアについて 国際衛生 望月氏 ③付与ポイントの有効活用について  アメリカンエクスプレス 田仲氏 

害⾍獣供養祭  氷川神社 
 毎年、3⽉に氷川神社で⾏う害⾍獣供養祭、今年も全国から計17名の会員様がご参列いただき、無事に開催する
ことが出来ました。来年も、多くの会員様がご参列いただけますようよろしくお願いいたします。 
朝は、本年度の明るい⼀年を迎えるにあたり⼤変良い天気に恵まれました。参加者会員皆で、皆様に災いない⼀
年であることをお祈りさせていただきました。 

 
平成30年3⽉10⽇ 氷川神社（⽩⾦氷川神社）社殿前にて撮影 



2 

第18回 環境ビジネス研究会総会 
①議⻑選出  ◇ （株）H.L.P.R. 太⽥⽒  ◇総会成⽴の宣⾔ 
平成30年度3⽉10⽇現在 会員数 42社 総会有効数22社以上 参加・委任状合計26社にて総会成⽴ 
②事務局発議案件  １）事務局員の異動について 
１副会⻑ 任期中ではありますが、副会⻑を現在のアスゥエル橋本⽒から、⽜⽥噴霧器⼯場の⽜⽥⽒への変更を
ご提案致します。これまで引き受ける⽅がいない中、遠⽅の橋本⽒に副会⻑をお願いし、 EBR運営のために勉強
会内容の提案や研修旅⾏でのサポートなどを、無報酬でご尽⼒頂いておりましたが、EBR事務局の活性化と⼀層の
効率化、発展を期待して、任期中ではあるものの、交代することがよりいいのではないかと、橋本⽒よりご提案
戴き、決議の上承認されました。 
新副会⻑挨拶 ⽜⽥噴霧器⼯場 ⽜⽥社⻑ ・情報をいち早く提供をする事が得意でもあり、責務だと考えていま
す。今後とも、よろしくお願いします。 
旧副会⻑挨拶 アスゥエル橋本⽒ ・短い期間ではありましたが、公認の⽜⽥⽒に引き継がせていただくことにな
りました、今後とも情報提供など様々な事でサポートできればと思っています。 
２会計部⻑ 任期中ではありますが、会計部⻑ ケーアイサービス今村⽒から、講販の庄司社⻑への変更をご提案
致します。28年度に体調を崩して⼊院しましたが、その後も部⻑としてご尽⼒いただいておりましたが、このた
び、ご本⼈より体調不良のため事務局員を辞退したい旨、申し出がありました。会計部⻑の職を講販の庄司社⻑
への承認を決議にて了解頂きました。 
新会計部⻑挨拶 講販 庄司社⻑ ・不慣れな点もあり、ご迷惑をおかけする事もあるかとは思いますが、今後と
もEBR発展のために尽⼒してまいります。 
旧会計部⻑挨拶 ケーアイサービス今村⽒ ・病気をして以来、体調が優れないこともあり任期の途中ではありま
すが後任の庄司⽒にバトンを引き継がせていただきます。今後ともEBRにてできるサポートに勤めて参ります。 
２）29年度 活動報告 渉外部⻑ ラシック 今関⽒ 
3⽉11⽇ ①第17回総会 環境ビジネス研究会総会  29年度 活動報告・決算報告 30年度 活動予定・予算 
②環境に配慮したバイオ洗浄製品について 第1部会提案 １部会⻑ ⽜⽥噴霧器⼯場 ⽜⽥⽒  説明 株式会社
カマゾンドットコム 代表取締役 奥⼭敏幸 様  ②ヒメノトールについて ⽜⽥噴霧貴⼯場 ⽜⽥⽒（EBR） 
5⽉13⽇ ①相続に関する基礎知識 〜もめない遺⾔書の作成〜  ⾏政書⼠ 吉井様 
②保険の活⽤⽅法について オーナーズブレーン ⼭下様  第2部会提案 2部部⻑ （株）講販 庄司⽒  
③EBR会員様からの報告 ④新会員 サンライツグローバル 上⽥様 
7⽉8⽇ ①害⾍、獣駆除にチョット役⽴つ建築雑学 リフレッシュステージ鈴⽊⽒ (EBR会員) 
②殺⾍剤等の⼀元管理とPCOよもやま話   鵬図商事（株）顧問 岩本⿓彦様  
第3部会提案 3部部⻑ （有）ヒートアップ 浅野⽒  
9⽉9⽇ ①⿃類の忌避剤についてプロテクト（株）森本社⻑ 4部会企画提案  環境テクノ 宮崎⽒ (EBR会員) 
②ゼオライトを使⽤した駆除の報告  ファインクリーン 安藤⽒（EBR会員） 
③ヒメノトール アリ駆除⽤、顆粒ベイト殺⾍剤の紹介  ⽜⽥噴霧器⼯場 ⽜⽥⽒（EBR会員） 
④RSアクアソリッド・レモンユーカリジェルの紹介 リフレッシュステージ 鈴⽊⽒ （EBR会員） 
⑤⽣命保険の有効活⽤ポイント 第⼀⽣命保険（株）松⽥様 
11⽉5⽇〜11⽉7⽇   第100回定例会  沖縄（那覇） 2泊3⽇ 研修旅⾏ 
1⽉13⽇ ①外国⼈労働者の現状  5部会企画提案 （株）⽇東キャピタル ⽶澤⽒ 
②冬季のイエバエ発⽣の事例  川崎新栄環境サービス 熊⾕⽒（EBR会員） 
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③害⾍駆除と防⽔を考える ⼤⽯建装 ⼤⽯純司様 ④助成⾦を利⽤し利益アップ (株)ライトアップ 杉⼭様 
※詳細は、昨年度会報もしくはHPに掲載 
３）29年度 会計報告 会計部⻑ 講販 庄司⽒ 【決算報告・予算は別紙参照（総会出席者には配布済み）】 
４）30年度 活動予定報告 渉外部⻑ ラシック 今関⽒ 
従来通り、第２⼟曜⽇に開催予定 旅⾏を含む年6回開催 各部会ごとに様々なご提案をお願いいたします。 
開催⽉の、前⽉末までに担当部会⻑は2提案の内容を事務局にご提⽰ください。 
※旅⾏に関しましては、11⽉2週⽬・⽇〜⽕曜まで（2泊3⽇）を予定しています（場所は四国予定） 
５）30年度 会計予算報告 会計部⻑ 講販 庄司⽒ 【決算報告・予算は別紙参照】 
B 会員発議案件 ６）① ご提案 事務局員報酬、及び広報製作費の増額 
本件は、1⽉の定例会で、ヒートアップ浅野様より頂きました。 
⽬的は、事務局員の固定化により局員の作業負担が⻑期化されます。そのことが、EBRの活性化、及び⼀層の発展
のための阻害要因となりますが、それらを解決するために増額が必要と思われるためです。 
② ご回答 ご指摘の通り、事務局員の⼊れ替わりが無く固定化しているため、EBRの今後の活動を活性化してい
くことが重要だと考えています。それらを解決るための課題としては 
ⅰ）課題 １、事務局員の⼊れ替わりのため、若⼿参加の機会を増やしていき、EBRの持続的な活動の維持を図る
こと  ２、あらたな局員の参加により、様々な業種の新規会員様の⼊会による会員数の増加を図ることが挙げら
れます。そして、それら課題を解決するにあたっての問題点として ⅱ）問題点 事務局員の⾦銭的・時間的負
担の⼤きいことが挙げられると考えています。 ⅲ）現在の報酬 前年期までの報酬 年間6回の事務局会議⼀⼈
当たり、合計20,000円の報酬が⽀給されています。ⅳ）事務局会議での主な業務及び業務所要時間 a）業務内容 
定例会内容取りまとめ・広報送付⼿配・会計業務・宴会場確保・旅⾏⼿配等を⾏っています。 
ｂ）業務所要時間 事務局会議での平均業務時間は、1⽇平均4時間前後となり、また旅⾏時などは個々に、事務
局会議とは別に時間を費やしている状況です  ⅴ）改善案 事務局員は、あくまでも名誉職との考えは現在の局
員全てが念頭には置いておりますが、⼀般会員様から⾒ても【今の状況は負担が⼤きいのでは】と、ご⼼配もい
ただいております。会員様にも負担に⾒える⾦銭的・時間的状況が続いている現状は、先にお伝えした課題の事
務局員の⼊れ替えや若⼿参加を実現するための弊害になってしまっているのではないかと考えます。そこで、今
回、ご意⾒頂きました件を事務局で精査した結果、以下のご提案をさせていただきたいと考えています。 
a）事務局員報酬の増額 事務局会議1回・1名あたり8,000円を⽀給 事務局員計 6名 
年間予算合計 288,000円 ※会員の皆様からお預かりしてる会費を、ただ報酬を上げるだけでは、今後活躍いた
だく局員の⽅や現局員の意識の向上には繋がらないので、事務局会議ルールとして、1分での遅刻でも報酬を半
減、⽋席では事務局報酬は⽀給しない規約で提案をさせていただきます。（ご参考）現状報酬額  年間 20,000
円×６名 年間予算合計   計120,000円 ※現在の副会⻑ アスウエル橋本⽒は、広島地区のため旅⾏・定例
会取りまとめなどご尽⼒頂いていますが、業務参加は不可能のため、局員報酬はご辞退されています。 
 b）広報発⾏費の増額 今後の広報担当者への負担軽減も⽬的とし報酬増額の提案をいたします。 
年間広報製作 60,000円（年6回発⾏）※報酬の改善に伴いまして、広報製作以外にも、現在は定例会でメーカー
様など興味があっても、個々の会員様が直接ご連絡をお願いしている状況になっています。こういった内容の再
度取りまとめ等、事務局組織とEBR運営の改善等も業務に含み取り組んで⾏きたいと考えます。  
理由 広報は全会員様に定例会の内容をできるだけ具体的に、分かり易く公平に公⽰する事が最⼤の⽬的でござ
います。現在、年6回の定例会に対し広報を発⾏しています。それに対し、広報製作には現在、1回の定例会に対
し２〜3⽇を要するため、⼤きな作業負担となっています。本来、会員様に定例会の出席をお願いしたいのです 
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が、得に地⽅の会員様が毎回出席するのは⼤変難しいことと思います。また、関東周辺でありましても、お仕事 
の都合、私的な理由で参加ができない事があるかと思います。 紙⾯の制限・内容により広報には載せられない事
も多くあり、参加していただく事での情報共有には及ばないことも実感していますが全ての会員様には、情報を
共有していただきたいと⾔う考えが広報の根幹と考えます。 先の提案にも有りましたように、事務局員の⼊れ替
えも念頭に置きまして、今後広報部⻑の新任なども考えると、報酬の⾒直しをお願いしたいと考えています。 
（ご参考） 現状報酬 年間広報製作 30,000円（年6回発⾏）   
⼭⼝会⻑より補⾜説明 上記理由をご理解頂きまして、報酬のアップ検討いたしました。 
現在の会員数を維持し、繰越⾦額を使⽤する事で運営は維持する事は可能です、また、事務局としても報告書な
どのの売上げを作っていくことで運営に尽⼒いたしますが、会員数減などの理由で数年後には、報酬の⾒直し及
び、会費のアップなど検討もさせていただく場合がございますが、EBRの将来の発展を考えご提案いたします。 
c）講師報酬の明確化  現状 部会提案制を取り⼊れ、⾮常に有意義な勉強会になっていると感じます。  
会員の⽅からも、講師の⽅にお願いする際に報酬が払えるか払えないのか解らないとの事で頼みづらいとのお話
もありましたので、事務局会では1年間の部会提案制で運営し下記の内容で講師報酬を明確にしたご提案をいたし
ます。講師報酬案 報酬上限 5,000円 〜 30,000円 講師報酬の条件 １、 外部講師の⽅が対象  
※報酬額に関しては、いままで通り上限内で提案部会担当者の⽅でお決めください  
２、外部講師の⽅でも、メーカー様などの営業要素が強い場合は報酬は発⽣いたしません  
※EBR会員への営業要素が強いが、報酬の⽀払いが必要な場合は会⻑に相談してください。懇親会など参加の場
合、費⽤はEBRでお⽀払いする事は可能です、こちらもあわせて会⻑または副会⻑にご相談ください。 
２、 EBR会員様が講師の場合は、基本的には報酬は発⽣いたしません  
※技術的要素、学術的要素など、営業的要素などではなくご教⽰頂ける場合は、講師報酬が発⽣いたします、内
容に関しては会⻑または副会⻑に相談していただき承認が取れましたら、事務局会からEBR会員様へのご依頼とい
う形で講師報酬をお⽀払いさせていただきます。  
d）勉強会資料のお願い 勉強会で講師の⽅に配布していただく資料ですが、講師料の発⽣する⽅、メーカー様に
ご⽤意いただけるようにお願いください※必要部数は、1資料50部（⽋席会員様にも、広報送付時に同封いたしま
す） ※講師の⽅で配布資料のご⽤意が不可の場合は、事前に事務局にご相談ください  
事務局で⽤意する必要がある場合、⼿配が必要になってしまいます、配布資料によっては経費が多くかかってし
まう場合があります、部会担当者様は、その際に講師報酬額に少し猶予してお話いただけますと助かります。 
※EBR会員様の講師の場合ですが、⾃社商品等の営業的要素が多い場合は、ご負担いただけますようにお願い申し
上げます。 講師報酬案の、営業的な要素ではなくご教⽰いただく場合で、報酬をご辞退頂きました場合は、配布
資料経費として 3,000円〜事務局会よりお⽀払い致します、また配布資料⽤意が不可の場合は、事務局で⽤意いた
しますので事前にお申し付けください。  
e）領収書の件  講師報酬、配布資料経費など、基本的には定例会当⽇に現⾦で会計部⻑よりお⽀払いさせていた
だきます。 その際に、領収書が必要に成りますのでご⽤意をお願いいたします。  
※宛名は【環境ビジネス研究会】 領収書発⾏者は、会社名、個⼈名どちらでも⼤丈夫です  
C 事務局発議案件 ７）定例会配布資料のHP上への掲載について 
配布資料データーの件  メーカー様、講師様より配布された資料に関しましても、HP上に掲⽰して欲しいとの
依頼がございます。 講師ご依頼の際に、部会担当者様が下記の内容をご確認ください。 
１、 EBRホームページ（会員専⽤ページ）に、配布資料（プレゼン資料・商品チラシ等）の掲載して⼤丈夫か？ 
２、 配布資料は、データーとしていただくことが可能か？ 
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※印刷物ではなくPCデーターとして提供  講師ご依頼の場合、上記2点もあわせてご確認お願いいたします。 
今回の講師報酬の明確化は、部会提案制の⾜枷などではなく、運営の効率化と明確化を⽬的としています、まだ
部会制度で運営し⼿探りでの⽅針であり、改善は必要と考えますが上記の内容でご提案いたします。 
局員報酬・広報製作費⽤アップ、講師講習の明確化※それに伴う、資料などの準備及び掲載確認の明確化など、
全ての内容は決議にて、会員様より承認を頂きました。 
８）他提案 ヒートアップ浅野⽒・H.L.P.R. 太⽥⽒より EBRの今後の発展と若⼿育成の要素を考えた場合、よ
りよい会の運営を⽬的として、会費のUPなどを今後検討して⾏く必要があるのでは無いかと考えます。 
⼭⼝会⻑より 本年度は事務局員報酬アップをさせて頂く事に承認頂きましたので、本年度は現在の会費のまま
で様⼦をみて、次回19回総会までに報告をさせて頂ければと思っています。 
９）議⻑解任 以上をもちましてEBR第18回総会を、無事に閉会いたしました 
 
泡噴霧器・ULVについて ⽜⽥噴霧器⼯場 ⽜⽥⽒（EBR会員） 1部会企画 （添付資料有） 
泡施⼯は何が良いか？ ・壁⾯に油があっても吸着性があり液垂しにくい・薬剤の滞留時間が⻑いので害⾍への
接触時間が⻑い・薬剤が少なくてすむ※薬剤により泡になる体積は変わってきますが、最低でも8倍なり広範囲に
使⽤できます。・散布した箇所が⼀⽬瞭然で、施主様に施⼯後を⾒せることでアピールすることが可能です。 

  

泡の吸着性が良いので油の付いた所でも薬剤が落ちに
くいので、油の多い飲⾷店・排⽔溝・汚⽔槽などで効
果的です。シロアリ施⼯にも使⽤が可能です。 
 
※HPでは、動画にて商品の説明がご覧いただけます 
更新UP予定⽇ 4⽉27⽇以降 

壁の中はこのようになっていて、奥のほうにゴキブリ
が⽣息している場合も多いかと思います。液剤では届
くのが限界がありますが。泡施⼯では隅々まで薬剤を
届かせることが可能です。2〜6時間泡が壁の中で滞在
するため、窒息死させることが実証がとれています。
※壁の中に、コンセントなどがないことを充分に確認
してください 

施⼯例1 厨房壁⾯への泡施⼯後、下にたまった泡にチャバネが溺れます、側⾯、機器等に泡施⼯をした後、最後に
床下全域に泡施⼯をすることで逃げる場所がなくなります。時間がたつと、ゴキブリは窒息死します。泡剤はさ
ほどべたべた、ギトギトもしないのでほうきで掃く程度で清掃も楽です。 
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泡施⼯で⼼配されるデメリット 機材が⼤きい/重い！・ 値段
が⾼い！コストが掛かる！・ メンテナンスが⼤変そう！・ 
作業時間が掛かりそう！・ 難しそう！といわれますが⼤丈夫
です！ 
コンプレッサー移動型約6kgと軽量で、ホースも10mあります
ので、タンクを持って厨房の端から端に移動していただくだけ
で簡単に泡施⼯が可能です。  
価格 \54,000（税別）※標準ノズル付き 

施⼯例２⼟壌部からフローリングまで10cmほどしかな
い現場で⽻アリが発⽣。フローリング部分を剥ぎシロア
リ施⼯で泡施⼯を⾏う。時間がたつと、⽔分の多い薬剤
で⾏った場合に⽐べ、泡施⼯では⽔分量が少ないため渇
きが何倍も早く、湿気も少ないため施⼯後のフローリン
グの張替え⼯事もすぐに⾏うことができました。 

  

   

標準ノズルでは、広⾓に泡が出るようになっ

ていますので均等に施⼯が可能です。 

隙間ノズルでは、通常の散布では届かない場

所に細くノズルを⼊れることが可能です。 

ストレートノズルでは、最⼤で約3m⾶ばすこ

とができるノズルになります。届きにくい機

器の奥などにノズルを⼊れていただき隅々ま

で泡施⼯を⾏うことが可能になります。 

泡施⼯に使⽤する専⽤ムース剤 ムースエードA 4kg \15,200  1kg \4,000※界⾯活性剤しか含まれていま

せんが、泡による窒息効果で殺⾍効果が期待できます。ムースエードEX 4kg \23,000※界⾯活性剤＋IGRが含

まれていますのでこちらを使⽤するだけで泡薬剤として使⽤が可能です。 

希釈とコスト 泡剤の希釈例として、たとえば３LのサフロチンMC40倍希釈の泡剤を作るには【⽔2,865ml】＋

【サフロチンMC75ml】＋【ムース剤60ml(kg)】になります。３Lの泡剤で約４８L分の泡を作ることができます 

では、コストはどれくらいでしょうか。⽔：コストはゼロ（お客様の厨房⽔を利⽤の場合）サフロチンMC：1mlあ
たり14円×75ｍｌ＝\1,050 ・ムースエイドA：1mlあたり4円×60ｍｌ＝\240 ⼩型店舗の厨房なら問題なく施⼯が
できてコストは\1,290になります 
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質疑応答 Q,壁から床まで全部泡施⼯をしたあと、泡薬剤は流して帰るのでしょうか？ 
A,そのままにして帰ります。殆どの泡は数時間後にはなくなって⾏きますので、オープン時間に合わせて施⼯を調
整しています。また、せっかく吸着している薬剤を流さないために、弊社では、泡施⼯をした後は最低2⽇間は床
に⽔を流さないようにお店にお願いしましています。 
Q,コンプレッサー無しで、⼿押しで圧をかけることは可能でしょうか？A,本体タンク⾃体も圧が5kまで絶えられる
ようになっています、また⼿動で圧を掛けらるように作っていますが、⼿押しで⾏うには⼤変ですので無理で
す。コンプレッサーは、3kを切ると⾃動圧がかかりますのでこちらをご利⽤される⽅がストレスなく施⼯を⾏う
ことができます。 
Q、壁などシミや痕が残るなど適さない素材はありますか？A,特に鏡⾯仕上げの素材などは、変⾊する可能性があ
るので泡施⼯を⾏わないでください。あくまでも、厨房内の壁などお客様の⽬に付かない所に使⽤されることを
推奨いたします。その他、開発中の通常の噴霧器より細かいミストが出せる噴霧器などもご紹介を頂きました、
近⽇中に商品化になったものをご紹介頂けるそうです。 
ストロンテック業務⽤リキッドイオンアトマイザー（防⾍⽤）について SES（添付資料あり） 
商品特徴 リキッドイオンテクノロジーと⾔う噴霧の技術を使った、⾶翔昆⾍の侵⼊防⽌を⽬的とした⾃動で噴
霧する機器です。動作⾳も静かで、匂いもしません。細かい粒⼦（※⼈間の髪の⽑の約1/100）を電気の⼒で⾶ば
しますので、少ない殺⾍成分で拡散性・滞留時間が優れています。（※4週〜12週、60平⽶をカバー可能）市販さ
れている、ファンタイプの商品と⽐べて、電池も単3×2本で使⽤可能で、テレビのリモコンほどのコンパクトな
サイズなので設置場所を選びません。（※基本は両⾯テープで設置が可能） 
設置場所例 スーパー・コンビニの⼊り⼝や⾵除室、⾷品⼯場前室、トイレ、無⼈契約機、コインランドリー・飲
⾷店などの⼊り⼝に設置、特に密閉度の⾼い所では忌避・殺⾍機器として効果が出やすいです※屋内専⽤ 
お客様には⾶翔昆⾍の殆どは建物の⼊り⼝からの侵⼊になり、安全⾯・経済⾯を考え⼊り⼝付近をカバーすると
が効率的な設置箇所とお伝えしています。  
安全性 有効成分プロフルトリン(ピレスロイド系) 不快害⾍に有効、家庭⽤の防⾍剤にも多く使⽤されているの
で安全⾯では、なじみが深い薬剤なので安⼼してご利⽤いただけます。 
室内試験と現場での効果 室内試験では、他社商品（ファン型）と⽐較・使⽤後期になると効果が減る物と、使⽤
初期から後期に渡り強めの薬剤を散布し効果を維持している結果が得られました、弊社の商品では使⽤から後期
にまで、安全な薬剤を安定的に散布するという試験結果が得られています。（※コスト⾯では年間では、約2万円
ほど他社商品では割⾼になります）現場での効果では、スーパーの⼊り⼝に設置した例では、夜間は営業してい
なく密閉状態が保たれるため、徘徊性の昆⾍にも効果があった。密閉空間の⾼い場所では殺⾍効果が期待でき、
密閉空間ではない店舗等の⼊り⼝では、空間の忌避効果・侵⼊防⽌として効果が御座います。 

相性の良い薬剤と悪い薬剤（⽜⽥噴霧器⼯場試験⼀例） 
薬剤により元々泡を押さえる成分が含まれているものがあるな
ど、薬剤により泡の硬さが変わってきます。希釈倍率が低い薬剤
は、なかなか泡になりにくいという結果も御座いました。右の表
を参考にして、皆様が試しながら濃等調整していただくのがよろ
しいかと思います。 
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質疑応答 Q、10坪程度の狭い厨房やお店では使⽤できるか？A、厨房などでは⾷材を置いてあるかと思いますの
で、ご利⽤は控えてください。⼩さなお店でも⼊り⼝からある程度距離があるようでしたら使⽤は可能です。 
Q、専⽤カートリッジの薬剤の中⾝を⼊れ替えて使⽤する事はできますか？A、拡散技術が特殊なため、同じよう
に薬剤は拡散されないと思います。あくまでも、お客様の⾃⼰責任においてご利⽤ください。 
フライヘル・ファーストキルについて 環境機器 川上⽒ （添付資料 計3枚） 
フライヘル商品特徴 インテリアタイプの補⾍機 ・従来のライトトラップなどとは違い電源が必要がない 
・補⾍機⾒えないデザイン ・最⼤の特徴は、【⾍を誘引しすぎない】ことになります 
※商品開発時に相談を受けていたのが、スーパーの惣菜売り場で相談を受けていたため、誘引などで多くの⾍を
寄せ付けないように開発しています・葉っぱ全体に、ネオニコチノイド系のジノ. テフランが吹付けています、⾍
が葉っぱの薬剤に触れることで受け⽫（補⾍紙がひいてあります）に落ちるようになっています。設置場所によ
り捕獲の効果に差が出ます、特に窓際に設置する事で⾒た⽬も良く効果も期待できます。⾶翔昆⾍の⽣態上、垂
直のエッジの効いた部分に⽌まりやすいので、インテリア⾯だけでなく効果も考えられてデザインしています。 
設置例 惣菜置き場、飲⾷店・ギャラリーカフェ、カーディーラー等全⾯ガラス張りのお店では⾍も⽬⽴つので
窓際に置くことで⽬⽴たず捕獲が可能。安全性 葉っぱについているジノ. テフランを全て舐め取ったとしても、
⼩さじ1杯分の塩を舐めたのと同じ毒性ですので⼈体にすぐに何か影響を及ぼすことはありません。 
質疑応答 Q、⽇光のあたる場所では、すぐに薬剤効果がなくならないか？A、そのような条件を踏まえて、6ヶ⽉
の効果とさせていただいています。 
Q、6ヵ⽉後の交換は葉っぱの部分だけを変えるのでしょうか？A、受け⽫から全て交換していただく形になりま
す。また、廃棄⽅法はプラスチック製品として各⾃治体のルールに従って処分が可能です。 
ファーストキル商品特徴 ファーストキルT（全量噴霧タイプ・中⾝が全て出るまで噴霧します）・ファーストキ
ルN（スポット処理タイプ）の2種類があります。成分は即効的に効くピレスロイド系とIGRの2種類が⼊っていま
す。スプレーなので殺⾍剤のように簡単に使⽤が可能です。 
使⽤場所 ・店舗などの地下ピットなどでは、成⾍を即効に駆除しIGRの効果により次世代以降の成⾍発⽣に効果
があります。全量噴霧タイプと地下ピット⽤注⼊ノズルを使⽤することで施⼯が安易になります※地下ピットノ
ズルは⾮常に細いノズルなので、店舗の壁内に発⽣する⾶翔昆⾍にも施⼯がしやすく効果が期待できます。 
フマキラーIGF−１・パナジョウカPRO・パナモスコン・パナラウムケアについて  
国際衛⽣ 望⽉⽒ （添付資料 計4枚）  
GF−１商品特徴 ハイドロプレン（IGR）を利⽤し匍匐（ほふく）害⾍の増殖を防ぎます。安全性が⾼く、使い⽅
が簡単、持続性が⻑い、広範囲に散布します。薬剤ボトルの取り付けと、タイマーにより簡単に使⽤が可能。 
有効成分 ハイドロプレンの特徴・脱⽪阻害と卵を産ませない不妊化させる作⽤をもっている成⻑抑制剤 
・⼈などの哺乳類に対する毒性が極めて低い剤※殺⾍剤ではありません 
使⽤場所 厨房・⾷品⼯場・飲⾷店店内で使⽤ができます 
パナジョウカPRO商品特徴 吊り下げタイプの不快害⾍⽤駆除剤になります。 
有効成分にはプロフルトリン（ピレスロイド系）を使⽤ ①⽴体形状で殺⾍効果アップ・本品ろ紙部分を拡張す
ることにより、空気の通過性がよくなり、殺⾍効果がすばやく現れます。②効きめは約2〜3ヶ⽉・殺⾍成分が
徐々に揮散するので、⼀度吊るせば後から侵⼊する害⾍にも効果があります。③スライド⽅式で使い⽅が簡単 
・袋から出してスライドさせるだけなので、⼿が汚れません。 
パナモスコン商品特徴 ノシメマダラメイガ交尾阻害剤 ・交信かく乱をすることで交尾をコントロールします 
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有効成分 ノシメマダラメイガ性フェロモンの特徴・牝のメイガが⾼濃度の性フェロモンが製品に使⽤されてい
るため、本製品を柱や壁・⼿すりや配管・柱などに張り渡すことにより雄が製品に集まり交尾を阻害しコント
ロールします。・効果は約３カ⽉・使⽤量は⽬安として10㎡に対して本剤1m使⽤ 
メリット・デメリット ＜メリット＞・殺⾍成分を使⽤せずノシメマダラメイガを防除可能・壁や柱、配管などに
張り渡したり、巻きつけるだけの簡単施⼯・設置後３ヶ⽉効果が持続 ＜デメリット＞・いない場所に設置をして
しまうと呼び寄せてしまいます。・保管⽅法が冷蔵保存（5℃以下）・使⽤期限が未開封後2年になります 
パナラウムケア商品特徴 空間除菌消臭剤として、浮遊細菌対策・悪臭対策・ウイルス対策・カビ対策になりま
す。※⾵呂場に設置し効果の切れた2ヵ⽉後からカビが増殖したことから、⽬に⾒えてカビ対策では置いておくだ
けで効果がかなりあったと実感しています。 
使⽤⽅法 本体容器に専⽤活性剤を⼊れるだけの簡単な操作で使⽤が可能です。徐放性フィルターを使⽤している
ことで、他社製品のクレベリンよりも初期に発⽣する⼆酸化塩素の匂いが柔らかいです。また、濃度も安全な量
に調節しているので安⼼して使⽤できます。 
適⽤範囲は5〜40㎥（4〜10畳）で、夏冬どちらでも、有効期間は2ヶ⽉となっております。 
 
法⼈カード利⽤のメリットについて （添付資料 1セット） 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ⽥仲⽒ 
カードを使⽤し、付与されたポイントを使⽤し、経営者様やビジネスにお得に活⽤できるお話を頂きました。 
アメリカンエキスプレスカードでは、グリーンカードと、ゴールドカードがあります。年会費などが掛かります
が、使⽤範囲も広く他のビジネスカードに⽐べ付与されるポイント率が⼤きく変わります。 
カードで使⽤できる決済 ・⽔道ガスなど公共料⾦・ガソリン代、ETCなど・出張費⽤など様々なもの仕様が可能 
ここがお得！ 事業⽤のカードを利⽤して、法⼈税、所得税、消費税などの⽀払いが可能です、もちろん税⾦の⽀
払いにもカードのポイントが付与されます。ポイントを利⽤して様々なことができます。 
カードポイントとは？・今回紹介する経営者・個⼈事業主様へのカードでは100円の利⽤で1ポイント付与されま
す。ポイントは、カードの⽀払い代⾦に使⽤したり、商品券や、マイレージなどに変更する事が可能です。ダイ
ソン掃除機など20,000点近い商品に買変える事も可能です。 
⼭⼝会⻑より補⾜ VISAのビジネスカードでは、通常は1000円で１Pです。アメックスでは100円で１P付与され
ると⾔う違いは、年間を通して⼤きく違います。⻑期にわたりアメックスを使⽤していたところ、約60万ポイン
トがたまっていて、マイルに変更すると240万円分になりました。会員の皆さんもポイント率の⾼いカードを使⽤
することで払わなくてはいけないものを上⼿に得にしてください。 
質疑応答 Q、ゴールドカードとグリーンカードでは付与されるポイント率は違いますか？ 
A、基本的にはどちらも100円で１P付与されます。他社のビジネスカードよりも断然お得なので、すでにお持ちの
⽅はぜひご利⽤ください。 
Q,、年会費を教えてください。A、ゴールドカードは、31,000円でグリーンでは12,000円どちらも税別です。 
Q、税⾦がカードで払えるとの事でしたが、⼿数要などはかかりますか？ 
A、⼿数要は1万円で82円掛かりますが、付与されるポイントの⽅が多くなります。また、⼿数料は経費で計上が
可能です。今回、送付の資料ではキャンペーンは終了していますが、様々なキャンペーンがされているかと思い
ます。ご興味のある⽅は、お問合せください。 
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添付資料内容 総会及び定例会出席者には配布済みになります 
総会資料 ・2017年度決算報告・2018年度予算(1部) 
定例会資料 【⽜⽥噴霧器⼯場様・3⽉10⽇EBR定例会紹介商品価格表・標準セットカタログ】 
【SES様説明資料・ストロンテック】【環境機器様説明資料・フライヘル・ファーストキル 
・地下ピット⽤注⼊ノズル】【国際衛⽣様説明資料・フマキラーIGF−１・パナジョウカPRO・パナモスコン・パ
ナラウムケア】【アメリカンエキスプレス様説明資料 資料⼀式】 【事務局より EBR会員様専⽤報告書】 

発⾏所 環境ビジネス研究会事務局  

〒162-0851 東京都新宿区弁天町３早稲田ＡＳＫビル 

TEL 03-3205-1871 FAX 03-3205-2080  

http://www.ebr-japan.info/ 

〜編集後記〜 
3⽉には害⾍獣供養祭、総会、ひきつつき研究会と盛りだくさんの⾏事があり忙しい 

1⽇となりましたが、有意義な⽇でもありました。新年度に⼊り、また新たな気持ちで 
業務に邁進することが出来ます。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

事務局よりお知らせ 
2018年度3⽉ご⼊会 新会員様の紹介 

有限会社阿南クリーン総合サービス  代表取締役 阿南 義典 
主な事業 害⾍駆除・清掃事業 

本社住所 東京都   在籍 ３部会 
 

本年度、最初の新会員様になります、今後ともよろしくお願い申し上げます。 
年会会費お振込みのお願い 環境ビジネス研究会  年会費 １８，０００円 

ゆうちょ銀⾏ 〇⼀⼋⽀店（ゼロイチハチ）（普）7613534  イービーアール 
ゆうびん振込み 記号10160 番号76135341  イービーアール 

⼿続きがお済でない会員様は、お願い申し上げます。 
 

EBR会員様専⽤報告書 
EBR施⼯報告書ですが刷新いたしました。サンプルを添付資料につけております。 

報告書100枚全てが、複写印刷が可能になっております。お客様により1枚から複数枚で複写の報告書が 
かけるので無駄にならず、100枚全てが使⽤できます。 

１部１００ページ ５冊より注⽂が可能です  単価７６０円（税別・送料別）  
また、２００冊から社名⼊りオリジナル報告書も作成が可能です 単価 ７８０円（税別）送料込み 

ご注⽂は事務局までお申し込みください 
 

EBRホームページの2018年度の新パスワード 
新ID ebr    新パスワード  ebr2018   更新予定は4⽉27⽇予定になります。 


