
殺そ剤 リンカS・1

1㎏ 1,812 円 空中散布用(㎏当り 6,000粒)

1㎏で約1ha分 5㎏以上で送料無料

1袋125ｇ 1袋 742 円 人力配置用（5粒/1包）

（150包入） 150包で約1ha分 11袋以上で送料無料

野そ予察調査器具類 （全国に発送）

1個 308 円

1袋 418 円

1袋 1,760 円

1個 3,520 円

1個 3,850 円 イタチ侵入防止ストッパー付き


10個以上で送料無料

1個 1,650 円

鹿・野兎忌避剤 （全国に発送）

1袋 3,256 円 12袋以上注文の場合、1袋当りの単価


送料無料

1袋1ℓ 1袋 3,850 円 11袋以下の注文の場合、1袋当りの単価

（1箱 1ℓ×12袋） 3袋以上で送料無料

・すぎ,ひのき,まつ類,広葉樹等　・3～5倍希釈　・1本当り10～50㎖散布　・使用回数 2回以内/年

1袋 3,256 円 12袋以上注文の場合、1袋当りの単価


送料無料

1袋400g 1袋 3,850 円 11袋以下の注文の場合、1袋当りの単価

（1箱 400g×12袋） 3袋以上で送料無料

　※1　価格・送料は予告なく変更する場合があります。

　※2　商品により、お届けに2日～1週間ほどかかります。

　※2　ヤシマレントは平成30年度で販売を終了しました。

(税抜価格 675)

・樹木類,花き類,観葉植物 ・10倍希釈 ・樹木＝1本当り10～50㎖散布
　花き類、観葉植物＝100～300ℓ/10a散布 ・使用回数 制限無し

リンカS･1
(空中用)

バラ詰 ㎏

パンチュートラップ
P型

長9㎝ｘ幅3.8cm
個

リンカS･1
(地上用)

袋

品　　名 規　　格 単位 価　　格

墜  落  缶

取　扱　品　目

品　　名 規　　格 単位 価　　格 備　　考

折りたたみ式捕そ器
トタン製

長29cm×幅7cm×高9㎝
個

トタン製　回転式
上径20㎝×下径10㎝

×高さ28㎝
個

折りたたみ式捕そ器
ストッパー付

トタン製
長29cm×幅7cm×高9㎝

個

規　　格 単位 価　　格 備　　考

(税抜価格 3,200)

(税抜価格 3,500)

(税抜価格 1,500)

コニファ－水和剤

ランテクタ―
全卵粉末水和剤

(税抜価格 280)

生 落 花 生

1袋500g（約500粒）

1袋100g（約100粒）

袋

散布タイプ
ニホンジカ

袋

袋

散布タイプ
シカ・ノウサギ

袋

袋

品　　名

(税抜価格 2,960)

(税抜価格 3,500)

(税抜価格 2,960)

(税抜価格 3,500)

（販売は道内のみ、空中用の販売は道内事業体に限る）

(税抜価格 380)

(税抜価格 1,600)

パンチュー、生落花生 合わせて
￥5,000以上で送料無料
（組み合わせ自由）

注文生産（20個以上 要2､3週間）

送料無料

備　　考

野ネズミ予察調査用

(税抜価格 1,648)

10個以上で送料無料



殺 虫 剤

1袋 2,376 円

除 草 剤

1袋 4,510 円

1瓶 1,320 円

1瓶 2,530 円

1缶 12,430 円

1ボトル 1,870 円

スズメバチ撃退用

1ｹｰｽ 12,100 円

1ｹｰｽ 12,870 円

1ｹｰｽ 19,800 円

6本以上で送料無料

　※1　価格・送料は予告なく変更する場合があります。

　※2　商品により、お届けに2日～1週間ほどかかります。

　※3　ハチ･アブ用エアゾールは在庫が無くなり次第販売を終了します。

  ※4  ジメトエートは令和3年度で販売終了、代替品については検討中です。

トリガータイプで
ハチ・アブを狙い撃ち
到達距離3m以上(屋外用)

(税抜価格 900)

（全国に発送）

990

(税抜価格 18,000)

ハチ・アブ用
エアゾール
(業務用)

d-T80-ﾌﾀﾙｽﾘﾝ
d-T80-ﾚｽﾒﾄﾘﾝ
(ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系)

普通物 1本145mℓ
1本 円

(税抜価格 11,000)

ハチノックL
(業務用/巣処理用)

1ケース
300mℓ×6本

風上から、3m程度離れて巣に
直接噴射 (屋外専用)
販売はケース単位のみ　送料無料

ハチノックS
(携帯用)

d-d-T80
プラレトリン
(ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系)

普通物

1ケース
100mℓ×10本

襲ってくるハチに約10秒間
連続噴射可能　(屋外専用)
販売はケース単位のみ　送料無料

(税抜価格 11,700)

ハチノックＶ
(業務用/巣処理用)

1ケース
480mℓ×6本

風上から、3m程度離れて巣に
直接噴射 (屋外専用)　大容量
販売はケース単位のみ　送料無料

ボロシル
(ボトル入り)

ブロマシル
4％

普通物 1ボトル1㎏
1～多年生雑草に有効
1ケース(20ボトル)以上で
送料無料

（販売は道内事業体に限る）

品　　名 有効成分
劇毒
区分

規　　格 価　　格 備　　考

(税抜価格 11,300)

(税抜価格 1,700)

 クサクリア
グリホサート
イソプロピル
アミン塩41％

普通物

1瓶500ml
雑草から灌木に有効
1ケース(20瓶)以上で送料無料

(税抜価格 2,300)

1缶5ℓ
雑草から灌木に有効
1ケース(4缶)以上で送料無料

(税抜価格 1,200)

1瓶1ℓ
雑草から灌木に有効
1ケース(12瓶)以上で送料無料

フレノック粒剤10
テトラピオン
10％

普通物 1袋2.5Kg
ススキ、ササ、チガヤ
ササに対して優れた抑制効果
1ケース(6袋）以上で送料無料(税抜価格 4,100)

（販売は道内事業体に限る）

品　　名 有効成分
劇毒
区分

規　　格 価　　格 備　　考

(税抜価格 2,160)

取　扱　品　目

（販売は道内事業体に限る）

品　　名 有効成分
劇毒
区分

規　　格 価　　格 備　　考

ジメトエ－ト粒剤
ジメトエート
5%

劇物 1袋4㎏
アブラムシ、ハダニ、
カイガラムシなど
3袋以上で送料無料



フ　リ　ガ　ナ

お　名　前

フ　リ　ガ　ナ

会社名 ・ 団体名

ご　住　所

　〒

お電話番号

FAX番号

メールアドレス

数　量

通信欄

※殺そ剤の販売は北海道内に限らせていただきます。
　 また、殺そ剤・空中用の販売は北海道内の事業体のみ、個人への販売はしておりません。
※薬剤の販売は一部を除き、北海道内の事業体に限らせていただきます。

・受付時間　　月曜日～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00　　　
・行き違い防止のため、ご注文は FAX・メールでお願いします。
・お申込み後、弊社よりご連絡いたします。
・11：30までのご注文は当日発送、それ以降は翌営業日の発送になります。
・薬剤は商品により納品までに2日～1週間かかります。
・日程に余裕をもってご注文いただきますようお願いします。
・諸事情により配送に遅れが生じる場合があります。予めご了承ください。

  F A X   :  （011）261-3758

  メール  :  shinrinhozenka@do-sinrin.jp

　

備　考

　

　

　

殺そ剤・器具・薬剤　購入申込書

　　　年　　　月　　　日

　

品　名

お申し込み・お問い合わせはFAXまたはメールでこちらまで

〒060-0004

札幌市中央区北4条西5丁目１番地 林業会館4F

TEL 011-281-4241 FAX 011-261-3758

mail : shinrinhozenka@do-sinrin.jp

mailto:shinrinhozenka@do-sinrin.jp

