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有効成分 1.5 倍で効きめの広さ UP！ 

薬剤蒸散量アップで広い空間でもしっかり効く！※
 

空間虫よけ剤『ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間』 新発売！ 

 

 

『ウナコーワ虫よけ当番ワイド 260 日間』3 月 1 日（火）新発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 興和株式会社(本店：名古屋市、社長：三輪弘)は、空間用虫よけ剤『ウナコーワ虫よけ当番』ブランドにお

いて、効きめの広さをアップした吊り下げ・据え置き兼用タイプの『ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間』 

（ブルー・ピンク・ブラウン：計 3 種）を 2016 年 3 月 1 日に新発売しました。 

 

 近年、不快害虫（ユスリカ・チョウバエ）の対策意識が高くなっており、「効きめが長期間持続すること」「効き

めの範囲が広いこと」のニーズが増えております（当社調べ）。このような環境下において、このたび有効成分を

1.5 倍に増量し、効きめの持続期間は 260 日間の長期間をキープしたまま、効きめの広さをアップ※した製品を

発売いたしました。 

 

また、より効果的にお使いいただくために、ご家庭などで不快害虫（ユスリカ・チョウバエ）が気になる場所

ごとに、いくつか設置する方にとってお買い求めになりやすい、お得な2個入りパック（『ウナコーワ虫よけ当番 

ワイド260日間』・『ウナコーワ虫よけ当番 長持ち１シーズン』＜それぞれブルー・ピンク・ブラウン：計6種＞）も

ご用意しました。                               ※
当社従来品比。当社屋内試験結果に基づく 

＜好みに合わせて選べるブルー、ピンク、ブラウンの 3 色をラインアップ！＞ 



【特長】 

１）『ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間』は有効成分メトフルトリン（ピレスロイド系）を 1.5 倍に増量し、 

従来品よりも効き目の範囲が広がりました。 

2）メトフルトリンは「ノックダウン
*
効果」に優れ、いやな虫をよせつけません。 

*
：虫が飛べなくなり、床で仰向け・麻痺した状態になること 

3）好みに合わせて選べるブルー、ピンク、ブラウンの 3 色ラインアップ。 

（ご使用環境により成分の広がりや使用期間は異なります。また、本品はユスリカやチョウバエの侵入をすべて防げるものではありません） 

 

【使用方法・目安】 

玄関ドアや窓のそばなど虫の侵入口に設置。   （ワイド 260 日間   ： およそ 18 ㎡当たり 1 個） 

（長持ち 1 シーズン ： およそ 12 ㎡当たり 1 個） 
 

【使用場所例】 

いやな虫が潜んでいる場所、よく飛んでくる場所などに設置してください。 

    
 

【有効成分】  

メトフルトリン（ピレスロイド系） 
 

【適用害虫】                  

ユスリカ、チョウバエ            

 

【使用期間】  

ワイド 260 日間    （およそ 260 日間） 

長持ち 1 シーズン  （およそ 133 日間）  
 

【希望小売価格】 

ワイド 260 日間             （ブルー・ピンク・ブラウン） ： オープン価格 

ワイド 260 日間 2 個パック    （ブルー・ピンク・ブラウン） ： オープン価格 

長持ち 1 シーズン 2 個パック  （ブルー・ピンク・ブラウン） ： オープン価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆製品サイト URL  http://hc.kowa.co.jp/una/ 

◆製品に関するお問合せ先 

興和株式会社 お客様相談センター TEL.：03-3279-7560 

◆プレスリリースに関するお問合せ先 

興和株式会社 広報部 TEL.：03-3279-7392 



 

 
（本試験実施時の環境条件に基づく結果です。あらゆる環境条件下での効果を保障するものではありません。 

風向きや風の強さ等環境条件の違いにより、成分の広がりや効果は異なります。） 

 

 

■目的 

  屋外におけるチョウバエ、ユスリカの虫よけ効果の確認 

 

■供試虫 

  ユスリカ、チョウバエ 

 

■検体 

  ウナコーワ虫よけ当番 長もち 1 シーズン 

  ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間 

  (全て初期品 
*1

、終点品
*2

で実施) 

*1：開封直後の製品   *2：開封後、それぞれの使用期間を経過した製品 

 

■試験概要 

図のような一辺 2m の試験装置の中央に検体を設置。検体を取り囲むように供試虫を入れたカゴを設置し、 

3 時間後のノックダウン
*3

率を確認した。 

・「ウナコーワ虫よけ当番 長もち 1 シーズン」試験実施時 

 (風向き・風速は成り行き。気温：27.6～33.1℃) 

・「ウナコーワ虫よけ当番 ワイド」試験実施時 

  (風向き・風速は成り行き。気温：24.0～34.0℃) 

*3:虫が飛べなくなり、床で仰向け・麻痺した状態になること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※その他の効力試験はホームページ（http://hc.kowa.co.jp/una/test/）をご参照ください。 

検体 
ウナコーワ虫よけ当番 

長持ち 1 シーズン（初期品） 

供試虫 ユスリカ チョウバエ 

50cm 離れた地点 22.7～86.4% 75.0～100% 

173cm 離れた地点 18.2～72.7% 50.0～93.8% 

検体 
ウナコーワ虫よけ当番 

長持ち 1 シーズン（終点品） 

供試虫 ユスリカ チョウバエ 

50cm 離れた地点 20.8～70.8% 33.3～93.3% 

173cm 離れた地点 12.5～70.8% 40.0～93.3% 

検体 
ウナコーワ虫よけ当番 

ワイド 260 日間（初期品） 

供試虫 ユスリカ チョウバエ 

50cm 離れた地点 33.3～69.0% 54.1～92.6% 

173cm 離れた地点 38.0～67.1% 47.9～84.3% 

検体 
ウナコーワ虫よけ当番 

ワイド 260 日間（終点品） 

供試虫 ユスリカ チョウバエ 

50cm 離れた地点 50.6～85.2% 59.3～100% 

173cm 離れた地点 45.5～81.5% 51.9～100% 

*試験イメージ 

検体から垂直及び水平方向 50cm に設置した網カゴ 

検体から斜め方向 173cm に設置した網カゴ 



 

ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間 使用期間/およそ 260 日間 

ブルー ピンク ブラウン 

   

内容量／1 個  希望小売価格 オープン 

ウナコーワ虫よけ当番 ワイド 260 日間 2 個パック 使用期間/およそ 260 日間 

ブルー ピンク ブラウン 

   

内容量／2 個  希望小売価格 オープン 

ウナコーワ虫よけ当番 長持ち 1 シーズン 使用期間/およそ 133 日間 

ブルー ピンク ブラウン 

   

内容量／1 個  希望小売価格 1,300 円（税抜き） 

ウナコーワ虫よけ当番 長持ち 1 シーズン 2 個パック 使用期間/およそ 133 日間 

ブルー ピンク ブラウン 

   

内容量／2 個  希望小売価格 オープン 

 

ウナコーワ虫よけ当番 商品ラインアップ 



 

ウナコーワ虫よけ当番ポット もっと長持ちスーパーロング 210 日間 使用期間/およそ 210 日間 

無香料（ブルー） お花畑の香り（ピンク） 草原の香り（グリーン） 

   

内容量／347g 希望小売価格 1,100 円（税抜き） 

ウナコーワ虫よけ当番ポット 長持ち 1 シーズン 使用期間/およそ 133 日間 

無香料（ブルー） お花畑の香り（ピンク） 草原の香り（グリーン） 

   

内容量／234g 希望小売価格 900 円（税抜き） 

 


