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モニタリングに

最適

ムシポンシリーズ 総合カタログ



HACCP ムシポンはHACCPのモニタリングに役立ちます。単に捕獲する
だけでなく、定期的な捕獲データの整備をお勧めします。 A I B 捕虫器に「飛散防止形」ランプを搭載することなどで、

AIBに対応することができます。

Technology&Trust
技術と信頼

捕獲力抜群のムシポンシリーズで飛翔昆虫対策

MPX-2000シリーズ　
●極めて錆びにくいオールステンレス仕様
●最も売れているNo.1捕虫器 HACCP A I B

MPX-2000SDX
39,800円（税抜価格）

片面誘引型・
目隠しあり

片面型で誘虫灯の光が外に漏れ
ず、誘虫面は捕虫紙を目隠しし
ていつも清潔に見える目隠しタ
イプです。

裏面

MPX-2000DXA
36,800円 （税抜価格）

両面誘引型・
片面目隠し

人目につきやすい面の捕虫紙に
捕獲された虫が見えず、いつも
清潔に見える目隠しタイプです。

裏面

MPX-2000DXAA
39,800円（税抜価格）

両面誘引型・
両面目隠し

どちらの面からも捕虫紙に捕
獲された虫が見えないため、
フロアのどこでも設置が可能
な両面誘引タイプです。

裏面

MPX-2000DXB
36,800円 （税抜価格）

片面誘引型・
目隠しなし

裏面全体を目隠ししており、ラ
ンプの光が外に漏れず、窓際な
どに余計な虫を寄せつけない片
面誘引タイプです。

裏面

MPX-2000
31,800円 （税抜価格）

両面誘引型・目隠しなし クサリからビスまでオー
ルステンレス製のMPX-
2000シリーズの標準タ
イプです。
錆で現場を汚染すること
がありません。

※MPX-2000シリーズは目隠し板、遮へい板、壁付け板など別売オプションにより、DXA、DXBなど他機種に変更可能です。

保護格子の着脱が簡単！
格子の取付けが簡単
になり、作業効率が

およそ40％
改善できました。

たて型でも使用可能！
オプションの格子取付金具により、たて型
よこ型を自由に切り替える事ができます。

格子取付金具（ヨコ）格子取付金具（タテ）

※当社比。保護格子の連続着脱試験による。
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裏面

Tシリーズ ［たて型］　 　　

たて型Tシリーズの標準タイプです。

捕虫紙に捕獲された虫が見え
ず、いつも清潔に見える目隠し
タイプです。

MPX-2000T
31,800円 （税抜価格）

片面誘引型・目隠しなし

MPX-2000T-DXA
36,800円 （税抜価格）

片面誘引型・目隠しあり

裏面 裏面

※Tシリーズは壁付け専用タイプです。
　吊下げはできません。Kシリーズ ［よこ型］　　　　

MPX-2000K
31,800円 （税抜価格）

MPX-2000K-DXA
36,800円 （税抜価格）

よこ型Kシリーズの標準タイプです。

裏面 裏面

片面誘引型・
目隠しなし

片面誘引型・
目隠しあり

捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつ
も清潔に見える目隠しタイプです。

※吊下げもできますが、クサリなどの
　吊下げ金具は付属していません。



Technology&Trust

　　　品名

仕様
MPX-2000

標　準 DXA DXB SDX DXAA K K-DXA T T-DXA
電 源 100V・50Hz／60Hz

寸 法 横690 × 奥行75 × 高さ230mm

誘虫ランプ ムシポン専用ランプ（FL20SS・BL/18–MP） ・1灯（18W）

重 量 2.4kg 2.6kg 2.4kg 3.1kg 2.9kg 2.8kg 3.1kg 2.8kg 3.1kg

有 効 面 積 30〜50㎡

捕　虫　紙 S-20　2個

付　属　品 捕虫紙S-20（5個入）1箱　　チェーン（S釻付）2本 ほか 捕虫紙S-20（5個入）1箱、取付用ネジ4本ほか

　　　品名

仕様
MPX-2000-IP MP-3000T MP-3000K

標準 K T 標準 TW 標準 KW
電 源 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz

寸 法 横710×奥行100×高さ230mm 横185×奥行110×高さ730mm 横730×奥行185×高さ110mm

誘虫ランプ ムシポン専用ランプ（FL20SS・BL/18–MP）  ・1灯（18W） FL30S・BL   ・1灯（30W） FL30S・BL    ・1灯（30W）

重 量 3.0kg 3.4kg 3.4kg 2.9kg 3kg 2.9kg 3kg

有 効 面 積 30〜50㎡ 50〜80㎡ 50〜80㎡

捕　虫　紙 S-20　2個 S-30　1個 S-30　2個 S-20　1個 S-20　2個

付　属　品 捕虫紙S-20（5個入）1箱、チェーン（S釻付）2本 ほか 捕虫紙S-20（5個入）1箱、取付用ネジ4本ほか 捕虫紙S-30（5個入）1箱、転倒防止用チェーン1本 ほか 捕虫紙S-20（5個入）1箱、取付用ネジ4本 ほか

●このカタログに記載してある製品仕様は、事前の予告なく変更する場合がございます。　●有効面積は、周囲の環境や設置場所により異なります。
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商品価格には、消費税は含まれておりません。

防 水・ 防 湿 形IPシ
リーズの壁付・た
て型です。
狭い場所でもご利
用できます。

MPX-2000T-IP
［たて型］オープン価格

片面誘引型・目隠しなし

HACCP
A I B

MPX-2000-IP
オープン価格

両面誘引型・目隠しなし

防水・防湿形IPシリーズの標準タイプです。

裏面
裏面

●あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能
●湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能

※MPX-2000-IPシリーズは別売オプションの目隠し板によりDXAタイプに変更可能です。

MPX-2000-IPシリーズ　

防水用ランプソケット、
防水用安定器、防水用グ
ローランプ、防水用コー
ドストッパーなどの採用
により、電気回路全体が
水や湿気から保護され
ており安全です。

MP-3000シリーズ　 ●30Wの誘虫灯で抜群の誘虫力

MP-3000KW
39,800円 （税抜価格）

30Wで抜群の捕虫効果があります。コーナーにすっきり
と設置できるたて型で、捕らえた虫が見えません。

捕虫紙を2個使用
することで、捕虫力を
強化しています。

開口面が上向きの
ため捕虫紙が見えず、

いつも清潔に見えます。

捕虫紙を2個使用することで、捕虫力を強化して
います。

Kシリーズ　［壁付型］Tシリーズ　［コーナーたて型］

MP-3000T  37,800円 （税抜価格）

MP-3000TW
39,800円

（税抜価格）

MP-3000K
37,800円

（税抜価格）

片面誘引型・目隠しあり

片面誘引型・目隠しあり

上面誘引型

 　　　　　　　上面誘引型

HACCP A I B

MP-3000TW MP-3000KW

アイコン表記
ランプ破損時のガラスの飛
散を防止する飛散防止形ラ
ンプ仕様に変更可能です
※オプション料金

ネジを使用して
壁面に取り付ける
タイプです

クサリを使用して
天井から吊り下げる
タイプです

現場の電源の状況に応じて
電源コードの長さを
変更できます
※オプション料金

天井から
クサリで

　壁
面
に

ピ
タ
ッ
と

吊下型

壁
付
型

防水
防湿形

防水・防湿形IPシリーズの壁付・よこ型です。

MPX-2000K-IP
［よこ型］

片面誘引型・目隠しなし

裏面

オープン価格



●このカタログに記載してある製品仕様は、事前の予告なく変更する場合がございます。●有効面積は、周囲の環境や設置場所により異なります。

　　　品名

仕様
MPX-7000 MP-301 MP-2300

標準 DXA DXB SDX DXAA K K-DXA 標　準 DXA DXB 標準 DXA 　DXB DXAA SDX
電 源 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz
寸 法 横685 × 奥行90 × 高さ280mm 横740 × 奥行60 × 高さ175mm 横710 × 奥行75 × 高さ250mm
誘虫ランプ ムシポン専用ランプ（FL20SS・BL/18-MP）  ・２灯（18W×２） FL30S・BL    ・1灯（30W） ムシポン専用ランプ（FL20SS・BL/18-MP）  ・1灯（18W）
重 量 3.2kg 3.4kg 3.3kg 3.5kg 3.7kg 3.6kg 3.9kg 1.5kg 1.6kg 1.9kg 1.8kg 1.9kg 1.95kg 2.05kg 2.1kg
有 効 面 積 60〜90㎡ 50〜80㎡ 30〜50㎡
捕 虫 紙 S-20　2個 S-20　1個 S-20　2個
付 属 品   捕虫紙S-20（5個入）1箱、チェーン（S釻付）2本 ほか 捕虫紙S-20（5個入）1箱、チェーン（S釻付）2本 ほか 捕虫紙S-20（5個入）1箱、チェーン（S釻付）2本 ほか

●ダブルの誘虫灯効果で誘引力UPの大量捕獲タイプ
●極めて錆びにくいオールステンレス仕様 HACCP A I B

　　　品名

仕様
MP–8000 MPR–01 ムシポンポケット2 ムシキャパ MSC-001 MP–600

電 源 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz 100V・50Hz／60Hz
寸 法 横710×奥行138×高さ225mm 横376×奥行110×高さ200mm 横410×奥行165×高さ315mm 横189×奥行189×高さ266mm 横112×奥行92×高さ296mm
誘虫ランプ ムシポン専用ランプ（FL20SS・BL/18-MP）  ・2灯（18W×2） FPL27BL ・1灯（27W） FCL20BL ・1灯（20W） EFD11BL  ・1灯（11W） FL6BL ・1灯（6W）
重 量 3.8kg 2.3kg 1.6kg 1.0kg 0.88kg
有 効 面 積 30〜50㎡ 30〜50㎡ 30〜50㎡ 〜50㎡ 15〜30㎡
捕 虫 紙 S-20　2個 S-60（またはS-90）  1個 S-8　2個 S-7　1個 S-6　1個
付 属 品 捕虫紙S-20（5個入）1箱、受皿シート2枚、壁掛金具2個、チェーン（S釻付）2本 ほか S-60（またはS-90）1個、取付用ネジ3本 ほか 捕虫紙S-8（5個入）1箱、取付用ネジ3本 ほか 捕虫紙S-7 2個 ほか 捕虫紙S-6 1個、取付用ネジ1本 ほか
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●シンプルなデザインで実現したローコストモデル
※オプションにより壁付型に変えることができます。 HACCP A I BMP-301シリーズ

MPX-7000シリーズ　

MP-301
24,800円 （税抜価格）

両面誘引型・目隠しなし

30W誘虫ランプの採用で捕虫効果がUP。新設計により
本体は1.5㎏と、今までにない軽量化を実現しています。

裏面 裏面 裏面
MP-301DXA
26,800円 （税抜価格）

両面誘引型・片面目隠し

人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、
いつも清潔に見える目隠しタイプです。
※カセット部に目隠しがつきます。

MP-301DXB
26,800円 （税抜価格）

片面誘引型・目隠しなし

裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が外に漏れ
ず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。
※カセット部には目隠しが付いていません。

MPX-7000DXAA
42,800円 （税抜価格）
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり
設置場所を選びません。

裏面

両面誘引型・両面目隠し

裏面

MPX-7000DXB
39,800円 （税抜価格）
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、
窓際などに余計な虫を寄せ付けません。

片面誘引型・目隠しなし

MPX-7000K-DXA
39,800円 （税抜価格）
捕虫紙に付いた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。

 片面誘引型・目隠しあり

 　MPX-7000Kシリーズ

大量捕獲型7000シリーズの標準タイプです。
裏面

MPX-7000　34,800円 （税抜価格）

両面誘引型・目隠しなし

MPX-7000DXA
39,800円 （税抜価格）
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、
いつも清潔に見える目隠しタイプです。

裏面

両面誘引型・片面目隠し

裏面

MPX-7000K
34,800円 （税抜価格）
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。

 片面誘引型・目隠しなし

裏面

MPX-7000SDX
42,800円 （税抜価格）
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠し
していつも清潔に見えます。

裏面

片面誘引型・目隠しあり

保護格子の
着脱が簡単！

捕虫紙S-20（5個入）1箱・取付用ネジ4本ほか



MP-2300用壁掛金具 MPX-2000Tシリーズ用スタンド ムシポンポケット2スタンド

インテリアタイプ ●飲食店やスーパーなどにオススメの、美観を損なわないインテリア型シリーズ

MP-2300シリーズ　 ●工場・店舗どちらでも使えるデザイン性と機能性
●インバータ採用により消費電力18％削減

※オプションにより壁付型に
　変えることができます。

MP-2300
29,800円 （税抜価格）

両面誘引型・目隠しなし 白を基調にした清潔感あるフォルムで、
インテリア性が高く店舗スペースに最適
です。全面プラスチックでステンレスタ
イプより25％軽量です。

HACCP

オープン価格 オープン価格 オープン価格

スライドボタンの採用により
カバーの着脱が簡単です

カ
ン
タ
ン
に
捕
虫
紙
や

ラ
ン
プ
の
交
換
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

裏面

MP-2300DXA
31,800円 （税抜価格）

両面誘引型・片面目隠し

おもて面から捕虫紙に付いた虫が見えない清潔タイプです。

裏面

MP-2300SDX
34,800円 （税抜価格）

片面誘引型・目隠しあり

MP-2300DXAA
33,800円 （税抜価格）

両面誘引型・両面目隠し

捕虫紙に付いた虫が両面とも見えないため、設置場所を
選びません。

MP-2300DXB
32,800円 （税抜価格）

片面誘引型・目隠しなし

裏面を完全に遮蔽してランプの光を漏らさず、窓際など
に余計な虫を寄せ付けません。

裏面裏面裏面

MPR-01
42,000円 （税抜価格）

MP-600
17,500円 （税抜価格）

壁付・据置き兼用型

壁付・据置き兼用型

捕虫紙自動巻取タイプ

　　　　コンパクトタイプ

MPR-01

MP-600

自動巻き取りタイプで、60日間（ま
たは90日間）メンテナンス不要。底
面はフラットで据え置き可能です。

置くだけで使えるので（設置工事不要）、壁に穴
を開けられないところでも簡単に設置できます。

捕虫カートリッジ
S-60  2,500円（税抜価格）
S-90  4,000円（税抜価格）

HACCP

ムシキャパ　　MSC-001
オープン価格

据置き型

　　　グッドデザインタイプ

機能的かつ洗練されたデザイン。
グッドデザイン賞受賞製品。

HACCP

捕虫器に見えないスマートなデザインです。
さりげない形で、バツグンの捕虫効果。誰に
も気づかれず確実に虫を捕らえます。

●反射プレートの採用により捕獲力30％UP
●インバータの採用により消費電力18％削減

ムシポンポケット2
　　　　　インテリアタイプ HACCP

ムシポンポケット2
31,800円

（税抜価格）
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MP-8000 ［壁付・吊下型］　

MP-8000
ムシポンシリーズの最上位機種です。誘虫ランプが2本装着
され、下のランプが程よく機体を温めるので捕虫力抜群です。
大型のハエは、捕虫器では捕獲しにくい昆虫の1つですが、
MP-8000は大型のハエの捕獲に比較的適しています。
MP-8000用受皿シートにより捕獲力UP（標準で2枚付属）

HACCP

オープン価格

オプション ●設置方法もいろいろ

MPX-2000Tシリーズを据置きにす
るためのスタンドです。（2個セット）

オープン価格 旧ムシポンポケットにも使用できます

おもて面から捕虫紙に付いた虫が見えず、裏面は遮蔽し
てランプの光を漏らさず虫を寄せ付けません。

※標準でチェーンと壁掛金具が付属しているため壁付・吊下のどちらも可能です。
●大型ハエの捕獲にも適した最上位機種　●光＋熱誘引型

商品価格には、消費税は含まれておりません。

オープン価格

用 L型壁掛金具MPX-2000
MPX-7000 用 直付壁掛金具MP-301

MPX-2000



かゆいところまで手が届くムシポンシリーズは、あらゆる現場の防虫対策に有効です。

器具本体下部の受皿に簡単にセットできる片面粘着シートです。
より清潔にお使いいただけます。

手や周囲を汚さず使用済み
の捕虫紙を回収できます。

1,500円（税抜価格） 1,500円（税抜価格） 1,500円（税抜価格） 1,500円（税抜価格） 1,500円（税抜価格） S-60  2,500円（税抜価格）

S-90  4,000円（税抜価格）

ムシポン捕虫紙は、紙の引っ張り強度を大幅に強化し、非常に切れにくく
なっています。

ムシポンの特殊な粘着樹脂は、適度にやわらかく分厚いので、虫の羽や
足が少し触れただけでもからめ捕ることができます。そのため、捕虫器に

引き寄せた虫を早期に捕獲することができ、かつ捕獲もれがありません。

未使用状態はもちろん、ムシポンに取り付けた状態であっても、粘着力が長く持続します。
①紫外線への耐候性が高いため硬化しにくい
②粘着樹脂の流動性が高いため、粉塵が付着しても粘着面が乾かない

切 れ に く い

高性能なムシポン捕虫紙

　　　　　　　　　　　　　長　　寿　　命

ムシポン捕虫紙は有害物質を使
用しておらず、虫を捕獲するの
に最適な樹脂配合で製造され
ています。
強力な粘着捕虫力で、足が一
本触れただけの虫でも決して
逃がしません。剥離紙タイプ
の一般的な虫とり紙に比べて

このネバネバ感は
他では真似できません※当社比。日本環境衛生センター調べ。

の捕獲力です。約2 倍

 ここが
ポイント！

●簡単、便利なカートリッジ式捕虫紙です

●虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです

●ムシポンの使い方の幅が広がるアイテムです

ムシポン専用捕虫紙

捕虫器用蛍光ランプ

消耗品・その他

なら、あんなことやこんなことも解決。

S-20 S-30【MP-3000T/TW用】 S-6【MP-600用】 S-7【ムシキャパ用】 S-8【ムシポンポケット2用】 S-60／S-90【MPR-01用】

 （1箱5個入）  （1箱5個入）  （1箱5個入）  （1箱5個入）

（20枚セット） （20枚セット）

　　　　　用受皿シートMPX-2000
MPX-7000 MP-8000用受皿シート

UV-340A　オープン価格
捕虫器用ランプの紫外線出力を測定
し、ランプの交換時期を確認するのに
便利です。
定格寿命に近づいた捕虫器用ランプは
紫外線出力が50％程度まで減衰してお
り、昆虫の誘引力が低下していますの
で、新しいランプに交換してください。

デジタル紫外線強度計捕虫紙回収フィルム

環　　形 直　管　形

●ランプ消費電力18W（従来比10％省エネ）
●紫外線出力 従来品と同様

FL20SS・BL/18-MP
ムシポン専用ランプ

800円（税抜価格）

省　エ　ネ

直
　
管
　
形

形　　名 定格ランプ
電力（W）

紫外線出力
（W）

定格寿命
（h） 価格 （税抜）／円

FL4BL 4 0.2 2000 オープン
FL6BL 6 0.6 2000 オープン
FL8BL 8 1.2 2000 700
FL10BL 10 0.9 3000 540
FL15BL 15 1.8 4000 700
FL20SS・BL/18-MP 18 2.9 5000 800 
FL20S・BL 20 2.9 5000 800 
FL30S・BL 30 4.2 5000 1,060
FL40S・BL 40 6.0 5000 1,550

環
　
形

形　　名 定格ランプ
電力（W）

紫外線出力
（W）

定格寿命
（h） 価格 （税抜）／円

FCL20BL 20 2.3 4000 1,260
FCL30BL 28 4.7 5000 1,200
FCL32BL/30 30 4.2 4000 1,500

こ
ん
な
に
捕
れ
ま
す
！

EFD11BL 電球形蛍光ランプ 11 1.8 4000 2,400
FPL27BL コンパクト形蛍光ランプ 27 3.9 4000 オープン

そ
の
他
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 （1箱5個入）



特 殊 仕 様 ●特殊仕様品は別途料金がかかります。
●その他のご要望にも対応しております。まずはご相談ください。

■海外電源電圧に対応可

■電源コードの長さ変更可 ■防水・防湿形捕虫器

■200V電源電圧に対応可

■AIB仕様（飛散防止形ランプ仕様）
飛散防止形ランプをあらかじめ捕虫器にセット
誘虫ランプの交換の際に誤ってランプを落下・破損してしまったり、地震
など災害発生時にランプが落下・破損すると、異物混入のリスクが高ま
ります。そのため、捕虫器用ランプは飛散防止形を使用すると安全です。

対応機種：MPX-2000・MP-2300・MPX-7000など

海外の電源電圧に適合した電気部品
（安定器、電源コードなど）を捕虫器にセット

設置場所の電源の状況に応じて、
電源コードの長さを延長、短縮

海外の工場においても日本国
内と同じ防虫レベルを維持す
るためにムシポンが必要です。
対象国により製品仕様が異な
りますので、あらかじめ対象
国の電源電圧、電源プラグの
形状、電気安全規格の有無な
どの調査が必要となります。

設置場所の状況に応じて、電
源コードの長さをご指定いた
だけます。ムシポンを設置し
たい場所の近くに電源がない
場合に延長コードを使用する
と、タコ足配線の原因になり
やすいうえ、接続の不備によ
るトラッキングを誘発するな
ど危険です。

防水保護等級IP-X5の耐水性試験、およびPSE（電気用品安全法）
の耐湿絶縁試験をクリア。
水がかかる恐れのある現場や、湿度が高い現場でも安全に 
お使いいただける捕虫器です。

対応機種：MPX-2000・MP-2300・MPX-7000など

三相（動力）200Vの電源電圧に適合した
電気部品を捕虫器にセット

電源電圧が三相（動力）200ボ
ルトの場合には、適切な定格電
圧の電気機器を設置する必要が
あります。
設置現場の電源電圧が200Vの
場合には、定格電圧100Vの製
品は設置できません。

ガラス飛散防止対策用誘虫灯です。
交換作業時や災害発生時にランプが落下し破損しても、ガラス片の飛散を防ぎます。
フッ素加工樹脂フィルムの特殊シュリンク加工で紫外線透過率は96％以上あり
誘虫効果が落ちません。

ムシポン専用ランプ（飛散防止形） FL20SS・BL/18-MP-P　オープン価格

捕虫器用ランプ（飛散防止形） FL20S・BL-P（20W形） 、FL30S・BL-P（30W形）オープン価格

FL20SS・BL/18-MP-P 

安全増防爆形捕虫器

116,200円（税抜価格）

FGMC20141
20W　直付形

116,200円（税抜価格）

FGMC20142
20W　パイプ吊形

125,700円（税抜価格）

FGMC20110
20W　特殊直付形

爆発性危険場所［2種場所］の
虫退治に！

化学工場など爆発性雰囲気が生成され
る危険場所では、安全確保のため、防爆
構造の電気機器の使用が法的に義務付
けられています。

対応機種［FGMCシリーズ］　
防爆構造 ed3aG4

（使用に適する危険場所の種別：ゾーン2）
※安全増防爆形捕虫器は納期を40日程度要します。

飛散防止形ランプ 通常ランプ

耐飛散性
試験クリア
HACCPや

AIBで求められる
高い飛散防止性能を発揮
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MPX-2000-IPシリーズ
※P.3ご参照

MPX-2000-IPシリーズ

●捕虫紙捕獲数計測サービス ●昆虫同定サービス
ムシポン捕虫紙に捕獲された昆虫の種類を科
レベルまで分類・計測します。
※虫が捕れたムシポン捕虫紙を、捕虫紙回収フィ 

　ルムでラップし、弊社までご送付ください。

製品に異物混入した昆虫の種
類の同定、名前の分からない
昆虫の同定をします。

●有料サービスとなります

●虫の相談なんでも承ります。　
　防虫対策アドバイスも行ないます

昆虫検査サービス

商品価格には、消費税は含まれておりません。



　 　 安 全 に 関 す る ご 注 意　

〒501-6121　岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-168
TEL.058-279-1181　FAX.058-279-1183
 URL　http://www.benhar.co.jp

技術と安心の捕虫器専業メーカー

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●表示している正しい電源・電圧でお使いください。
●捕虫器には寿命があります。

・JIS（日本工業規格）によると、目安として、設置から3.8年（24時間／日、年
間8,000時間点灯の場合）経過した捕虫器は、外観だけでは判断できない器
具内部（安定器・ソケット・電線・電源コードなど）の劣化が進んでいます。
捕虫器のリニューアルをお勧めします。

・なお、電気用品の技術基準では絶縁物の限界は40,000時間とされています
が、実際には30,000時間から磨耗故障期に入ります。

・電源電圧が定格±6％以外の場合、周囲温度が40℃を超える場合などには寿
命が短くなります。

・1年に1回は自主点検をしてください。3年に1回は電気工事店等の専門業者
による点検を受けてください。点検されないで長時間使い続けると、発煙・
発火・感電などの異常発生の危険性があります。

●2mまでの適切な高さに設置します　●24時間点灯させます
●誘虫灯の光が外にもれないようにします　●ランプは約半年に一度交換します
●捕虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します

詳しくは、弊社もしくは販売代理店にお問い合わせください。

ムシポンの効果的な使い方

このようなところでご使用いただいております

ム シ ポ ン の 特 徴

食品工場、医薬品工場、製紙工場、化学工場、プラスチック工場、
印刷工場、フィルム工場、塗装工場、各種パッケージ工場

■安全・無害
　抜群の捕虫効果
虫の好む365nm（ナノメー
タ）付近の紫外線で虫を誘
引し、強力な粘着力を持つ
ムシポン捕虫紙で確実に捕
らえます。異臭や煙の発生、
虫の死骸の飛散もなく、殺
虫剤も不使用。安全・無害・
衛生的です。

■ラインナップが豊富です
捕獲用／モニタリング用、工場用／厨房用／バックヤード用、機能性
重視／デザイン性重視など、多彩なラインナップで、あらゆる目的・
設置場所に対応します。

■業界最高水準の捕獲力
飛翔昆虫の捕獲に最も適した器具設計。そして、ムシポン捕虫紙独自
の樹脂配合で、昆虫の捕獲に最適な粘着力。同スペック機種比で業界
最高水準の捕獲力を実現しています。

■日本国内生産による徹底した品質管理
ムシポンの生産ラインは日本国内（岐阜本社工場）にあり、徹底した品
質管理を行なうとともに短納期（原則即日出荷）を実現しています。
※特殊仕様品については納期のお打合せが必要です。

■防虫対策に最適です
各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店で
のイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。

■最も選ばれています
ムシポンは日本で初めての粘着式捕虫器で、いまやおなじみの商品です。長
く愛されてきた歴史は、信頼の証。これからもムシポンシリーズは、皆さま
に愛され続けるために、確かな品質と抜群の性能をお届けしてまいります。

スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ベーカリー、
精肉・鮮魚店、パン・菓子店

各 種 工 場

バックヤード

厨 　 房

そ の 他

レストラン、ファーストフード、給食センター、喫茶店、病院、ホテル、惣菜弁当店

ブティック、ペットショップ、旅館・民宿、理容・美容室、一般家庭

［例］食品工場

［例］飲食店

搬入出荷口

防虫ランプ

シート
シャッター 防虫

カーテン

防虫
フィルム

防虫
シート

MPX-7000

MPX-2000

MPX-7000

汚染区域（レベル低） 清潔区域（レベル高）

前室 資材置場 製造工程

入口 風除室 ホール

ムシポンポケット2

防虫
フィルム

防虫
フィルム

ムシキャパ ムシキャパ

ムシポンポケット2 MP-2300DXA MPX-2000

厨房

分 光 特 性
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波長

昆虫走光度
誘虫灯（20W）

※誘虫灯から発生する紫外線は人体に無害な
レベルです。ただし、紫外線に過敏な体質
の方は長時間近づかないでください。

信頼Technology&Trust
技術

【販売代理店様へ 本カタログを携行する際のご注意】　異物混入事故防止のため、必要に応じ本カタログのホッチキス針を、あらかじめ取り外してご使用ください 2015.4
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