
★ベイト剤おすすめ商品★

商品名 販売会社 殺虫有効成分 効果期間 個数 容器の形 価格 1個あたりの価格 楽天リンク 紹介ページ 合計点数

コンバット スマートタイプ 1年用 キンチョー フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 20個入り 薄型（2点） 787円 39.3円（3点） https://item.rakuten.co.jp/pandh-supply/4987115350571/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_combat/smart/index.html10点
ブラックキャップ スキマ用 アース製薬 フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 16個入り 薄型（2点） 798円 49.8円（3点） https://item.rakuten.co.jp/matinozakka/10008131/https://www.earth.jp/products/black-cap-sukima/index.html10点

※選定外商品

ブラックキャップ アース製薬 フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 18個入り キャップ型（1点） 750円 41.6円（3点） https://item.rakuten.co.jp/kurashikenkou/7064129/https://www.earth.jp/products/black-cap/index.html9点

ゴキファイタープロ フマキラー フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 12個入り キャップ型（1点） 454円 37.8円（3点） https://item.rakuten.co.jp/ystbek/4902424441116/https://fumakilla.jp/insecticide/912/9点
コンバットキャップ 1年用 キンチョー フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 12個入り キャップ型（1点） 862円 71.8円（2点） https://item.rakuten.co.jp/ladydrug/4987115350694/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_combat/cap/index.html8点

ゴキブリ左衛門 ビッキー株式会社 フィプロニル（3点） 約1年間（2点） 24個入り 薄型（2点） 3,000円 125円（1点） https://item.rakuten.co.jp/aroma-tours/4562387643882/なし 8点
ホワイトキャップ ゴキブリホウ酸ダンゴ アース製薬 ホウ酸（1点） 約1年間（2点） 16個入り ギザギザ型（1点） 365円 22.8円（3点） https://item.rakuten.co.jp/drugaozora/4901080018618/https://www.earth.jp/products/white-cap-housandango/index.html7点

アースゴキブリホウ酸ダンゴ コンクゴキンジャム アース製薬 ホウ酸（1点） 約6ヵ月間（1点） 16個入り ギザギザ型（1点） 328円 20.5円（3点） https://item.rakuten.co.jp/at-life/4901080205216-sss/https://www.earth.jp/products/housandango/index.html6点
コンバット 1年用 キンチョー ヒドラメチルノン（1点） 約1年間（2点） 4個入り キャップ型（1点） 559円 139.7円（1点） https://item.rakuten.co.jp/pandh-supply/4987115350472/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_combat/combat/index.html5点

ゴキブリキャップP1 株式会社タニサケ 100%天然成分（1点） 約1年間（1点） 30個入り キャップ型（1点） 2,121円 70.7円（2点） https://item.rakuten.co.jp/at-life/4962431000454/https://tanisake-onlineshop.com/shopdetail/000000000001/gokiburi/page1/recommend/5点
ゴキちゃんストップ 株式会社あしたるんるんラボ ホウ酸（1点） 約6ヵ月間（1点） 18個入り 容器なし（0点） 1,980円 110円（1点） https://item.rakuten.co.jp/putiselect/gokistop/#gokistophttps://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481660284RD&cat=cat0060013点

判断基準

・殺虫有効成分

フィプロニルあり＝3点、フィプロニルなし＝1点

※フィプロニルは、ゴキブリに速効性がある

・効果期間

約1年間＝2点、1年間未満＝1点

・1個あたりの価格

50円以下＝3点、100円以下＝2点、150円以下＝1点

・容器の形

薄型＝2点、キャップもしくはギザギザ＝1点、容器なし＝0点

※薄型のほうがすき間に置きやすい

★粘着シートおすすめ商品★

商品名 販売会社 タイプ 縦置き ポイ捨てツマミ 個数 価格 1個あたりの価格 楽天リンク 紹介ページ 合計点数

ごきぶりホイホイ＋ アース製薬 デコボコ粘着シート（3点） 可能（1点） あり（2点） 10枚 767円 76.7円（1点） https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080064110/https://www.earth.jp/products/goki-hoihoi-2/index.html7点

※選定外商品

ゴキファイタープロ 激取れ フマキラー 天井粘着シート（2点） 可能（1点） あり（2点） 6枚 376円 62.6円（1点） https://item.rakuten.co.jp/pandh-supply/4902424444087/https://fumakilla.jp/insecticide/1701/6点

ゴキブリバスター SHIMADA 3D粘着シート（4点） 不可（0点） なし（0点） 10枚 347円 34.7円（2点） https://item.rakuten.co.jp/yamakishi/23554283/なし 6点

ゴキロック KOKUBO 強力粘着シート（1点） 可能（1点） なし（0点） 3枚 110円 36.6円（2点） https://item.rakuten.co.jp/bababa/2kkb51176/https://kokubo.co.jp/goods/3803-2.html4点
ゴキロックコンパクト KOKUBO 強力粘着シート（1点） 可能（1点） なし（0点） 5枚 110円 22円（2点） https://item.rakuten.co.jp/bababa/2kkb51177/https://kokubo.co.jp/goods/3804-2.html4点

判断基準

・タイプ

3D粘着＝4点、デコボコ＝3点、天井粘着＝2点、強力粘着＝1点
※3D：プロ仕様のため一番信頼性がある、デコボコ：ゴキブリの手足や体がめり込む、天井：羽だけを捕らえる、強力粘着：強力だが特別性はない

・縦置き

可能＝1点、不可＝0点

・ポイ捨てつまみ

あり＝2点、なし＝0点

・1個あたりの価格

50円以下＝2点、100円以下＝1点

★各タイプのくん煙剤おすすめ商品（煙、水、霧）★

商品名 販売会社 殺虫有効成分 効果が最強と認定されている タイプ 使える部屋の広さ 火災報知器カバー 価格 楽天リンク 紹介ページ 合計点数

バルサンプロEX バルサン メトキサジアゾン、フェノトリン、d･d-T-シフェノトリン（4点）

〇
バルサンシリーズで効き目が最
強の3つの有効成分を含む（2

点）

煙 16畳まで（2点） あり（1点） 979円 https://item.rakuten.co.jp/nice/4580543940095/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940095/9点

※煙タイプは一戸建てにお住まいの方におすすめです。
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アースレッド プロα アース製薬 d･d-T-シフェノトリン、メトキサジアゾン、プロポクスル（4点）
〇

アースレッドシリーズで一番効き
目が最強（2点）

水 16畳まで（2点） あり（1点） 1,518円 https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080094216/https://www.earth.jp/products/earth-red-pro-12-16/index.html9点

水ではじめるバルサンプロEX バルサン メトキサジアゾン、フェノトリン、d･d-T-シフェノトリン（4点）

〇
バルサンシリーズで効き目が最
強の3つの有効成分を含む（2

点）

水 16畳まで（2点） あり（1点） 1,250円 https://item.rakuten.co.jp/furuichi-kenkou/10015486/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940170/9点

※水タイプは気密性の高いマンションにお住まいの方におすすめです。

バルサンプロEX ノンスモーク霧 バルサン メトキサジアゾン、フェノトリン、d･d-T-シフェノトリン（4点）

〇
バルサンシリーズで効き目が最
強の3つの有効成分を含む（2

点）

霧 20畳まで（2点） なし（0点） 980円 https://item.rakuten.co.jp/drugaozora/4580543940217/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940217/8点

※霧タイプは集合住宅にお住まいの方におすすめです。

※選定外商品

バルサン バルサン メトキサジアゾン、フェノトリン（3点） ×（0点） 煙 32畳まで（3点） あり（1点） 616円 https://item.rakuten.co.jp/rouge/dr-ms2016080105-1/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940064/7点

アースレッドＷ アース製薬 メトキサジアゾン、d･d-T-シフェノトリン（3点） ×（0点） 水 40畳まで（3点） あり（1点） 2,288円 https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080094513/https://www.earth.jp/products/earth-red-30-40/index.html7点

水ではじめるバルサン バルサン メトキサジアゾン、ペルメトリン（3点） ×（0点） 水 16畳まで（2点） あり（1点） 795円 https://item.rakuten.co.jp/drugaozora/4580543940132/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940132/6点

水ではじめるラクラクバルサン バルサン メトキサジアゾン、d・d-T- シフェノトリン（3点） ×（0点） 水 16畳まで（2点） あり（1点） 770円 https://item.rakuten.co.jp/nice/4580543941634/https://varsan.jp/products/varsan/4580543941634/6点
アースレッドＷ ノンスモーク アース製薬 メトキサジアゾン、d･d-T-シフェノトリン（3点） ×（0点） 霧 12畳まで（2点） なし（0点） 932円 https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080065612/https://www.earth.jp/products/earth-red-nonsmoke-9-12/index.html5点

かんたんアースレッド ノンスモーク アース製薬 メトキサジアゾン、d･d-T-シフェノトリン（3点） ×（0点） 霧 12畳まで（2点） なし（0点） 1,172円 https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080416612/https://www.earth.jp/products/earth-red-nonsmoke-kantan-9-12/index.html5点
ゼロノナイトG アース製薬 ブロフラニリド（2点） ×（0点） 水 8畳まで（1点） あり（1点） 2,693円 https://item.rakuten.co.jp/campaign365/4901080068415/https://www.earth.jp/products/zero-no-knight-cockroach-6-8/index.html4点

判断基準

・殺虫有効成分

有効成分が3つ＝4点、有効成分が2つ＝3点、有効成分が1つ＝2点

・効果が最強と正式に認められている製品であること

〇＝2点、×＝0点
※アースレッドプロα紹介ページ参照：https://www.earth.jp/products/earth-red-pro-6-8/index.html
※バルサンプロEX紹介ページ参照：https://varsan.jp/products/varsan/4580543940071/

・使える部屋の広さ

32畳以上＝3点、20畳以下16畳以上＝2点、12畳以下8畳以上＝1点

・火災報知器カバー

あり＝1点、なし＝0点

※霧タイプはガス警報機にしか反応しないため、カバーなし

★殺虫スプレーおすすめ商品★

商品名 販売会社 殺虫有効成分 内容量 すき間用ノズル 価格 1mLあたりの価格 楽天リンク 紹介ページ 合計点数

医薬品 ゴキジェットプロ アース製薬 イミプロトリン、メトキサジアゾン（4点） 450mL あり（2点） 1,298円 2.8円（3点） https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080067616/https://www.earth.jp/products/goki-jet-pro-otc-450/index.html9点

※選定外商品

ゴキプッシュプロ アース製薬 イミプロトリン、フェノトリン（3点） 100mL あり（2点） 598円 5.9円（3点） https://item.rakuten.co.jp/matsuyadenki/9618774013/https://www.earth.jp/products/gokipush-pro-100/index.html8点
ゴキファイタープロ ストロング フマキラー イミプロトリン、フェノトリン（3点） 450mL あり（2点） 678円 1.5円（3点） https://item.rakuten.co.jp/pandh-supply/4902424443998/https://fumakilla.jp/insecticide/1697/8点

ゴキジェットプロ アース製薬 イミプロトリン（2点） 450mL あり（2点） 877円 1.9円（3点） https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4901080067814/https://www.earth.jp/products/goki-jet-pro-450/index.html7点

バルサンまちぶせスプレー バルサン プロポクスル（2点） 300mL あり（2点） 880円 2.9円（3点） https://item.rakuten.co.jp/jism/4580543940255-74-22270101-n/https://varsan.jp/products/varsan/4580543940255/7点

ゴキバリア アース製薬 d-T80-フタルスリン、ペルメトリン（3点） 250mL なし（0点） 686円 2.7円（3点） https://item.rakuten.co.jp/onesmart/4901080010711/https://www.earth.jp/products/gokibarrier-250/index.html6点
コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー キンチョー イミプロトリン、フェノトリン（3点） 200ｍL なし（0点） 765円 3.8円（3点） https://item.rakuten.co.jp/matinozakka/10013106/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_aerosol/gokiburi_n_spray/index.html6点

コックローチ ゴキブリがうごかなくなるスプレー キンチョー イミプロトリン（2点） 300ｍL なし（0点） 673円 2.2円（3点） https://item.rakuten.co.jp/matinozakka/10010469/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_aerosol/gokiburi_u_spray/index.html5点
ナチュラス 凍らすジェット ゴキブリ秒殺 アース製薬 ハッカ油（2点） 200mL なし（0点） 858円 4.2円（3点） https://item.rakuten.co.jp/jism/4901080208217-73-30001327-n/https://www.earth.jp/products/naturas-gokibyousatsu-200/index.html5点

ゴキブリムエンダー キンチョー フェノトリン、メトフルトリン（3点） 36mL なし（0点） 1,590円 44.1円（2点） https://item.rakuten.co.jp/pandh-supply/4987115323025/https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/go_aerosol/muender/index.html5点
ナチュラス 凍らすジェット ゴキブリ秒殺 アース製薬 ハッカ油（2点） 200mL なし（0点） 858円 4.2円（3点） https://item.rakuten.co.jp/jism/4901080208217-73-30001327-n/https://www.earth.jp/products/naturas-gokibyousatsu-200/index.html5点
おすだけアースレッド 無煙プッシュ アース製薬 ペルメトリン（2点） 26mL なし（0点） 1,362円 52.3円（1点） https://item.rakuten.co.jp/matinozakka/10012539/https://www.earth.jp/products/earth-red-spray-120/index.html3点

ゴキブリワンプッシュプロ フマキラー d・d-T- シフェノトリン（2点） 20mL なし（0点） 1,750円 87.5円（1点） https://item.rakuten.co.jp/energyplus/al-4902424448795-yb/https://fumakilla.jp/insecticide/2815/3点

判断基準

・殺虫有効成分

速効性と残効性のW成分＝4点、有効成分が2つ＝3点、有効成分が1つ＝2点

・1mLあたりの価格

10円以下＝3点、50円以下＝2点、100円以下＝1点

・すき間用ノズル

あり＝2点、なし＝0点
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