
※1 オススメベイト剤は「イカリ消毒(イカリ消毒株式会社) シロアリ駆除剤 シロアリハン

ター」の選考基準について 

調査日: 2021 年 10 月 9 日 

調査対象: 楽天市場、Amazon、モノタロウ、Yahoo！ショッピング、au PAY マーケット

の各 5 サイトの商品オススメ順もしくはレビュー順の商品を各 10 種、全 50 商品を調査。 

選考基準:調査した 50 商品中市販ベイト剤は「イカリ消毒(イカリ消毒株式会社) シロアリ

駆除剤 シロアリハンター」「アースガーデン(アース製薬株式会社) シロアリの巣撃滅 」の

２商品のみ。 

中でもイエシロアリにもヤマトシロアリにも効果の高い「シロアリハンター」をオススメ品

として紹介。 

 

今回調査した全商品一覧(並びは各サイト掲載順): 

調査をおこなった全 50 商品一覧 

Amazon 

イカリ消毒 シロアリ駆除剤 シロアリハンター業務用 15 個入 

白アリミケブロック業務用 400ml 白蟻駆除用木部処理用乳剤  

アースガーデン シロアリ駆除剤 シロアリ・羽アリ撃滅 1000ml  

吉田製油所木材防腐・駆除防蟻剤 白アリミケブロック希釈済み 14L クリア JISK1571

適合品  

土壌処理用 シロアリ 予防駆除剤 ミケブロック 100 倍希釈型 100g/無臭 白アリ  

木部用 水性アリシス(低臭性) 無色 15L 白アリ予防駆除・木材防腐剤  

白アリスーパー21 低臭性 15L 無着色クリアータイプ 高性能木材防腐・防蟻用油剤  

ムシクリン シロアリ床下用エアゾール 480ml  

水性アリシス オレンジ 4L 白アリ予防駆除・木材防腐剤  

吉田製油所床下用白アリ燻煙剤 白アリスモークマン 100g 

Yahoo！ショッピング 

シロアリ駆除剤 設置型 簡単 シロアリハンター (6 個入)  

木部用シロアリ剤 シロアリ退治スプレー 420ml 木材 食害する 家シロアリ 白蟻 キク

イムシ 駆除スプレー 

床下 シロアリ予防剤 噴射式 シロアリハンターエアゾール 200ml 

木材防腐剤 シロアリ 駆除 薬剤 シロアリ駆除剤 防虫 防腐剤 3.2L 

ウルトラ蟻退治/シロアリ駆除剤 〔500ml〕 ノンガススプレー 



木部処理用シロアリ予防駆除剤 白アリミケブロック(水希釈型乳剤) 400ml(約 67 平米

分) 

シロアリ駆除 ムシクリン シロアリ木部用エアゾール×3 本 木部専用 防腐剤配合 

シロアリ駆除剤 スプレー 床下 シロアリ予防 薬剤スプレー シロアリ用殺虫剤 

土壌処理用 シロアリ 予防駆除剤 ミケブロック 100 倍希釈型 2kg / 無臭 白アリ 

シロアリ 予防駆除剤 ミケブロック 土壌処理用 100g 顆粒 100 倍希釈型 吉田製油所 

【小分け】 

auPAY マーケット 

シロアリハンター シロアリ駆除 しろあり 駆除剤 

イカリ消毒 シロアリハンター 15 個入  

イカリ シロアリ駆除剤 シロアリハンター エアゾール 

アースガーデン シロアリ駆除剤 シロアリの巣撃滅(8 個入 

イカリ シロアリハンター シロアリ駆除剤 6 個入 

シロアリ駆除剤 白アリミケブロック希釈済み 2L オレンジ 防虫防腐剤用 

〔2 個セット〕 ウルトラ蟻退治/シロアリ駆除剤 〔500ml〕 ノンガススプレー 

土壌処理用 シロアリ 予防駆除剤 ミケブロック 100 倍希釈型 100 

シロアリ駆除剤 シロアリスプレー 駆除 硼酸 防蟻 シロアリ退治 防虫 侵食 天井裏 床

下 木造 DIY 

ウルトラ蟻退治 500mL 

楽天市場(オススメ表示がないためレビュー件数で算出) 

 シロアリハンター 15 個組 

ミケブロック(土壌処理用)2kg 100 倍希釈型 

イカリ シロアリハンター シロアリ駆除剤(6 コ入) 

シロアリ駆除剤 白アリスーパー21 低臭性 2.5L×2 缶 無着色クリアタイプ 

イカリ消毒 シロアリ防除剤 蟻駆除剤 シロアリハンター【6 個入】 

【イカリ消毒】シロアリ退治スプレー 420ml 【防虫】 

床下のシロアリ予防剤! シロアリハンターエアゾール 200ml 予防+駆除に 換気口から

噴射！ 

シロアリ駆除用殺虫剤 シロアリフォーム 500ml  

シロアリ駆除剤 白アリミケブロック希釈済み 2L オレンジ着色タイプ 白蟻駆除用木部

処理用乳剤 

ウルトラ蟻退治/シロアリ駆除剤 【500ml】 ノンガススプレー 

モノタロウ 

シロアリハンター業務用 15 ヶ入 



シロアリハンター(6 個) 

キング園芸 シロアリ退治粉剤 

シロアリジェットプロ 

水性白アリスーパーPHI 希釈済み 

白アリスーパー21 低臭 

シロアリハンター駆除用 

シロアリタックル 

シロアリ退治スプレー 

白アリスーパー乳剤 #20 

 

※2 オススメベイト剤は「イカリ消毒(イカリ消毒株式会社) シロアリ駆除剤 シロアリハン

ター」 の 5 サイト平均価格について 

調査日: 2021 年 11 月 8 日 

調査対象: Amazon、Yahoo！ショッピング、楽天市場、モノタロウ、au PAY マーケット

の各 5 サイト 

算出基準:5 サイトで商品の税込最安値を集計、平均価格を算出 

今回紹介した商品の 5 サイト平均価格の内訳: 

商品名 (イカリ消毒株式会社) イカリ消毒シロアリハンター(6 個入り) 

Amazon ¥2,195 

Yahoo！ 

ショッピング 
¥1,967 

楽天市場 ¥2,200 

モノタロウ ¥3,289 

au PAY 

マーケット 
¥2,280 

合計 ¥2,386 

 


