
毎年 庭の蚊でお困りの方へ
雨水ます汎用・防蚊ネット「蚊出ないくん」のお薦め （表紙）・・・以下 1～18ページ詳細説明

Universal Eco-Net to Prevent Mosquitoes from Breeding in the Rainwater-Pits at your Garden
ホームページ「庭の防蚊対策・蚊出ないくん」←リンク先 ご参照

「蚊出ないくん」事務局
代表者：武田啓次

〒586-0077       大阪府河内長野市南花台1丁目１０番１６号
商品についてのご相談・ご注文は、下記 いずれかの方法でお願いします。

E-mail :takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp
FAX    : 0721-63-2860（FAX 専用です。）

（勝手ながら 電話での ご相談・ご注文はお断りしています）
取付け状態の確認に 事務局・所在地（上記）へお越しいただいても結構です。

薬剤を使わず、環境にやさしい！！

誰にでもできる、簡単な防蚊対策の決め手！！

商品価格：1本 1,400円（Ａ，Ｂ２種類のネットが ロール巻で入っています）

（税込・送料別 16/18ページの料金表 参照）

①対応可能雨水ますのサイズ

＊角型ますの場合： 蓋の１辺の長さ 45ｃｍ以下（最大45cmの場合 4箇所 可能）

＊丸型ますの場合： 蓋の直径 50cm以下（最大50cmの場合 4箇所 可能）

②取り付け方 ： Ａ，Ｂ2枚のネットを蓋のサイズに合わせて、ハサミで切って

蓋の下に敷くだけ。（詳細は同封の説明書 ご参照）

③ 切れ端ネットは、保存して有効活用願います（裁断、取付け、接着剤など工夫して）下記の例 ご参照。

（鉢底ネット、床下通気孔のシロアリ防虫、浴室換気孔の防虫、網戸ネットの補修など・・・）

雨水ます の蓋を開けてみて びっくり！！雨水ますの中は、「ぼうふら」「蚊」の最大の発生源です！！

先ずは 我家の庭から「蚊」を 絶対発生させない！！



スタート画面からこのホームページを開くには
①検索窓にhttp://takeda-kchan.sakura.ne.jp入力する→②検索→③「武田の啓ちゃんＨＰ」の画面で→④「庭の蚊対策・蚊出ないくん」を開く。

・ 1.スライドの見方と目次一覧
• 2.毎年夏場 庭の「蚊」でお困りの方へ。
• 3.庭の雨水ますが「蚊」に最大の発生源です。
• 4.我が家の庭から「蚊」を出さないために。
• 5.「蚊出ないくん」商品見本
• 6. 「蚊出ないくん」取り付け方・説明書
• 7.「ぼうふら」の採集と観察
• 8.「蚊」の生態観察
• 9.雨水ますの構造と「蚊」の生態
• 10. 「蚊」の生態（したたかな生き様）
• 11. 「蚊」の生態
• 12.その他の極めて重要な防蚊対策
• 13.庭に「蚊」が出るとこんなときに困ります。
• 14.うれしいご感想！（一例）
• 15. 「蚊出ないくん」商品のご注文について
• 16. 「蚊出ないくん」商品注文書（コピー、印刷可能）
• 17. 送料の目安（ヤマト運輸による）
• 18.完（ご覧いただき ありがとうございました。）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ご納得いただけるまで、ごゆっくり ご覧ください～～～～～～～～～～～～～～～～

(1/18）

スライドの見方 と 目次
見方1. 自動スライドショーで観る。
①右下隅のスライドショーをクリックすると 15秒毎に画面切り替えの、自動スライドショウーが始まります。
②途中でも右クリックすれば、「次へ」「前へ」「終了」のメニューによりマイペースでご覧いただけます。
③自動スライドショーを停止するには、Escキーを押してください。

見方2. ページ毎にマイペースで観る。

④左のページ番号をクリックすると ページ毎に マイペースで ご覧いただけます。

庭の蚊対策・「蚊出ないくん」
～～～毎年 庭の蚊でお困りの方へ・最新版2014.08.11.～～～

蓋の形に合わせて、ハサミで切って、
蓋の下に敷くだけ！！

蚊出ないくん・商品見本

A4裏表 詳細説明書付



・寒波が納まり暖かい４月を迎えると 今年もまた お庭の見えない所から蚊がたくさん発生

します。 普段 見えない所・・・それは「雨水ますの中」です。

・できれば夏が来る前に（早春の気候の良い、作業がし易いとき）に 「雨水ます」の中の

泥やゴミを 清掃し、排水をよくして 防蚊・防ゴミ対策をされるよう、ぜひお奨めします。

・雨水ますの中は、清掃したつもりでも 肉眼では見えない「蚊の卵」を、完全に駆除

するのは かなり困難です。

・雨水ます防蚊対策「蚊出ないくん」 （3/18 ページご参照）を適用すれば、

「蚊の卵」が越冬していて、残っていても大丈夫です。

毎年 庭の蚊でお困りの方へ！
庭の 雨水ます 防蚊対策「蚊出ないくん」のご紹介

商品のご注文・ご意見・ご質問・ご感想は （16/18）ページご参照のうえ

蚊出ないくん事務局（代表者：武田啓次）へ

住所：大阪府河内長野市南花台1－10－16

①E-mail : takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp ②FAX : 0721-63-2860（FAX専用）

＊電話によるご連絡は、勝手ながら お断りしています。

(2/18)

mailto:takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp


我が家の庭から蚊を出さないために
（ご近所に迷惑をかけないためにも）

薬剤を使わない、環境にやさしい「蚊でないくん」をお試しください。

ネットA＝高密度ポリエチレン・一体成型（難燃性・タバコでは若干溶ける、折り腰がある、耐候性あり、グレイ色）

ネットＢ＝グラスファイバー ・一体成型（難燃性・タバコの火でも溶けない、網目が細かい、耐候性あり、グレイ色）

Universal  Eco-net to Prevent Mosquitoes from Breeding in the Rainwater-pits at your Garden.

蓋

ネットB

ネットA

本体

特許登録日(H15.03.20.）：特許証⇒名称：雨水ますの防蚊ネットの設置構造 （←リンクあり）

商標登録日（H16.02・27.）：商品登録証⇒名称：蚊出ないくん

蓋の長辺・最大45cmまで可 蓋の直径・最大50cmまで可

角型ます 丸型ます

(3/18)

http://astamuse.com/ja/granted/JP/No/3410082


庭の雨水ますが 蚊 の最大の発生源です
・４月初旬頃から、雨水ますのふたを開けて、水の中をしっかり観察してください！

大小の「ぼうふら」が沢山踊っています！これは、前年晩秋に産卵された蚊の卵が越冬して、水温の上昇に
よって孵化したものです。

・これが「蚊」になって ふたの穴から出てきます！
人間や動物から吸血した「メス蚊」はこの穴から出入りして、 水中に産卵します。
（１回の産卵 約50個位）

・雨水ますの場所：トユの下近辺にあります。住宅１戸当たり 平均 ４か所位あります。

・雨水ますの 蓋の材質・サイズ・形状は、蓋のメーカーによって、多種・多様です。
蓋ごとにハサミで切って合わせる必要があります。

雨水ます防蚊対策「蚊出ないくん」のおすすめ

どんな商品か？次（5/18）をご覧ください。

かゆーい！ きらーい！

雨水ますの断面図

うぼふら（幼虫）
蚊（成虫）

(4/18)

ネット切れ端は有効利用願います。 取りあえずは、保存して、下記の活用方法を ご検討ください。(接着剤、接着テープ工夫のこと)
1.植木鉢の鉢底ネット
2.床下通気口の防虫ネット・・・シロアリの侵入防止
3.網戸のキズ孔の補修（ネットＢ）
4.浴室換気孔などからの防虫対策（ネットＢ）・・・。

https://www.google.co.jp/search?q=%E9%9B%A8%E6%B0%B4+%E6%9E%A1+%E8%93%8B&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=pm3NU7qYN8W9ugTZ44D4DQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1366&bih=622


全長200cm

50cm

45cm

ネットA

ネットB

その他ご参考（1） 「蚊出ないくん」 商品見本
適応する雨水ます蓋のサイズ

角型ます蓋： 1辺45cm以下
丸型ます蓋： 直径50cm以下

・雨水ますの 蓋の材質・サイズ・形状は、蓋のメーカーによって、多種・多様です。
蓋ごとに ハサミで切って 合わせる必要があります。

ネットＡ，Ｂを蓋の外形に合わせて
線引きし、ハサミで切って

蓋の下に敷くだけです。

全長180cm

この中にネットＡ，Ｂの

ロール巻が入っています。

材質：高密度ポリエチレン
網目：内寸2.1mm×2.1mm
特徴：一体成型で目ずれしない.

難燃性ではあるが
タバコの火には溶けやすい。
折腰がしっかりしている。

色 ： グレー

材質：グラスファイバー

網目：内寸1.3mm×1.3mm
特徴：一体成型で目ずれしない。

小さい蚊も 出入りできない。
難燃性で、
タバコの火では溶けない。
折腰ができない。

色 ： グレー

黒色・油性サインペン

が最適です。
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ネットA

ネットB

全長200cm
幅50cm

全長180cm

幅45cm

ネット切れ端は有効利用願います。 取りあえずは、保存して、下記の活用方法を ご検討ください。（接着剤、接着テープ 工夫のこと）
1.植木鉢の鉢底ネット
2.床下通気口の防虫ネット・・・シロアリの侵入防止
3.網戸のキズ孔の補修（ネットＢ）
4.浴室換気孔などからの防虫対策（ネットＢ）・・・。



その他ご参考（2） 「蚊出ないくん」の取り付け方・説明書

おもて面（概要説明） うら面（取付け方の詳細説明）
商品に同封されています。（実物はA4です）

(6/18)



その他ご参考（3） 庭のぼうふら採集と観察

庭の雨水ますが蚊の最大の発生源です
・4月になったら 雨水ますの蓋を開けて、懐中電灯を照らし、水の中をしっかり観察してください！

ぼうふらが沢山踊っています！

・このぼうふらが蚊に変身して、蓋の穴から出てきます。メス蚊は早期に交尾し、吸血を開始します！
人間や動物から吸血したメス蚊は、この蓋の穴から出入りして、産卵します！

（１回の産卵 約50卵位 肉眼で見るのは難しい。１０月末頃まで続く）

２０１３．０４．０４．庭の蹲から「ぼうふら」の初物採集（雨水ますの中も同じです）

（7/18）



以下ご参考（4） 蚊の生態観察

鬼ぼうふら

「ぼうふら」は１０日～１５日で「蚊」になります

脱皮・羽化
蚊（成虫）

雨水ますの中は、春～秋まで 上記写真のの繰返しです。

ぼうふらの孵化～成長

（8/18）



その他ご参考（5） 雨水ますの構造と蚊の生態
・ 雨水ますの蓋の例 （「蚊出ないくん」 は、どんな雨水ます蓋にも対応できます。）

（形状、サイズ、材質はメーカーごとに多種多様です。,雨水ます蓋 製造業界には、 統一規格なさそう？）

地面の水

屋根の雨水

ト

ユ

か
ら
の
水

道路側溝 河川

海

庭へ

蚊の交尾

・雨水ますの内部構造（断面図・一例）と蚊の生態（特許登録の説明図）

めす蚊の吸血

蚊の成虫

蚊の成虫

ぼうふらの羽化

ぼうふらの発生

ゴミ・泥・枯葉・吸いがら

めす蚊の侵入

産卵

（9/18）

ネットA,B

薬剤・殺虫剤を使わず、ネットA,B の取付けによって、めす蚊の出入りをできなくする！！蓋の取り外し・透水性に影響なし。



その他ご参考(6) 蚊の生態（したたかな生き様）

★４月初旬～10月末、お庭の雨水ますの蓋を開けて、よく観察してください。
大小、沢山の「ぼうふら」（1～10mm)が元気に動いています。（前年の卵が越冬して孵化）

★泥水・ゴミ・枯葉などで水が無くても、多数の蚊の卵が前年秋に産み付けられています。
（卵は肉眼では見えません。乾燥・低温に強く、越冬もします。）

★早春の暖かい水中で孵化した「ぼうふら」は約２週間で成虫（蚊）になり、蓋の穴から出てきます。

★めす蚊は、早々に結婚し、産卵のための養分を求めて貪欲に吸血を開始します。
めす蚊の好物は、人間、犬、猫、鶏、各種野鳥、牛、馬、豚、猪などの生血です。ペットの大敵です！
1回の産卵は50個ぐらい。めす蚊の寿命は約1か月、その間に約3回くらい産卵します。
各種伝染病の媒介犯人は、世界各国のめす蚊です。

★おす蚊は、草木の蜜などで生活し、吸血はしません。（くちばしに吸血機能がない？）

★「ぼうふら」は、滞留水の中で、微生物を食べて成長します。
雨水ますの水は、雨水などの自然滞留水で、魚などの天敵もなく、絶好の繁殖・成長の場所です。

★蚊取り線香、殺虫剤・薬剤、蚊帳などに頼っても、蚊の繁殖は止めることはできません。

★殺虫剤・薬剤を使えば使うはど、最終的には河川・海水の水質を害し、
食物連鎖で 人類の健康にも影響します。

殺虫剤・薬剤を使わずに、蚊の発生源をなくしましょう。環境にやさしく！

めす蚊は、無風状態でも半径２０m位 血を求めて 移動します。
近隣の庭で発生しためす蚊は 血を求め、体温、呼気などを感知して必ずやってきます。

近隣に ご迷惑をかけないためにも 先ず、我家の庭から発生源を無くしましょう。

（10/18）



その他ご参考(7) 蚊の生態

蚊

「ぼうふら」は１０日～１５日で羽化して蚊になります

ご自宅の庭の雨水ますの中は 毎年 春・夏・秋 このような状態です。

おにぼうふらぼうふら

（11/18）



その他ご参考（8） その他の極めて重要な防蚊対策（12/18）
・敷地内・敷地周辺の水溜まりをこまめに発見し、こまめに排除しましょう。
例えば
★蹲（つくばい） ・・・①毎週１回清掃して入れ替える。

②メダカ・小鮒・金魚などを飼う。

★各種の溜め水容器・・・①毎週１回清掃して入れ替える。
②メダカ・小鮒・金魚などを飼う。

★古タイヤ・空き缶、空きビン・・・排除。

★植木鉢の水受け皿・・・毎週１回点検、排水。

★雨水ます蓋の上に倉庫など動かしにくい重量物を置かない。

★竹の切り株・・・水が溜まらない切り方をする。

★お墓の花立て・・・不要な時は蓋をする、網をかぶせる。 等々

上記の対策は 是非忘れずに 実行してください。そして、最後の決めてが 雨水ます防蚊ネット「蚊出ないくん」です。



その他ご参考（9） 庭に蚊がでると
こんな時に困ります。（13/18）

・洗濯物の出し入れ

・庭仕事・・・草抜き、水やり、庭の花木の手入れ、

・庭での楽しみ・・・夕涼み、花火遊び、バーベキュー、プール遊び

・落し物・・・蓋の穴に貴重品（小物）などを落としたとき・・・・・・・・・・・・・・・・ 等々

雨水ますの近辺には、蚊が群がっています。

「蚊出ないくん」の出番です！



うれしいご感想 ! （一例）
2年前 「蚊出ないくん」をテスト施工をさせていただいた御宅の奥様からのメールです。

2013.10.15.受信

（14/18）

＊ 『一昨年の夏に「蚊出ないくん」を施工して頂いてから 今年は本当に蚊が出なくなりました。

施工して頂いた年は、雨水ますからではなく 他の場所から発生したものと思われますが

少し発生しておりました。植木鉢の受皿や庭に 水が溜まらないようにすることで 俄然

減ってきて 纏わりつかれることもなくなってきました。

＊ 昨年も 雨水ますからではなく 庭の水溜りからの発生 と ご近所から少し・・・でした。

＊ 今年は、庭に水が溜まらないように十分注意していましたので、本当に ご近所から2～3匹

という感じで、庭に出るのに防蚊スプレーをふることもありませんでした。

他所の庭へ行った際、久しぶりに たくさんの蚊に纏わりつかれ、あの鬱陶しさを思い出しました。

蚊のいない庭での作業がいかにスムーズにできるかを実感した程です。

今年も暑い夏でしたが、お陰様で 蚊に関しては本当に快適な夏となりました

＊ 結論、「雨水ますの防蚊対策・蚊出ないくん」は100％の効果です。

あとは、庭に水溜りを作らない事、ご近所も一斉に施工することで殆んど

出ないようになると思います。』

2013.10.15.武田・受信

雨水ます汎用・防蚊ネット 「蚊出ないくん」



1.ご注文宛て先：「蚊出ないくん事務局」宛て

2.ご注文の方法： ①E-mail : takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp （48時間以内に 返信 または お電話させていただきます）

②FAX : 0721-63-2860（FAX 専用） （48時間以内に 返信 または お電話させていただきます）

3.ＦＡＸ、Eーmailによる注文書記入項目 ：
下記の通りです。次ページの「蚊出ないくん」注文書 をご参照 、コピーなどしてご利用ください。

蚊出ないくん注文、氏名、〒、住所、注文数（ロール巻の本数）、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス
なお、電話でのご注文は 誠に勝手ながら お断りしています。

4.商品価格 ： １ロールあたり 1,400円 （下記口座への振り込みいただき、当方確認後 ５日以内には発送します）

対応可能雨水ます： 角型雨水ますの場合：長辺45ｃｍ以下に対応可能。（45cmの場合4箇所可）

円形雨水ますの場合：直径50cm以下に対応可能。（50cmの場合4箇所可）

5.振込先 ： 三井住友銀行・備後町支店・店番号103 普通口座 0657956 武田啓次

6.お届け方法： ヤマト運輸宅急便（着払い）にて発送。送料は着払いにてご負担の程ご了解願います。上記5.による入金確認後 ５日以内に商品を発送します。

（１例）：当方→兵庫県 本年4/1から 最少簡易梱包で 3本まで 950円です。

7.返品・返金について： 不良品 あるいは 効果なしのご不満あれば、上記 ２．：の①、②の方法にてご連絡ください。

内容検討のうえ、当方の着払いでご返送いただき、無料交換（送料当方負担）

または

解約・全額返金

などについて、当方から返答させていただきます。

＊特許登録日(H15.03.20.) 名称 ： 雨水ますの防蚊ネットの設置構造 （←リンクあり）

＊商標登録日（H16.02.27.） 名称 ： 蚊出ないくん

蚊出ないくん雨水ます汎用・防蚊ネット 商品ご注文について （15/18）

アンダーバーです。

mailto:takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp


FAX：0721-63-2860 （３６５日 24時間ＯＫ）

E-mail：takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp （３６５日 24時間ＯＫ）

• 1.商品・注文本数 本

• 2.金額ご確認 1,400円 × 本 = 円

• 3.送料： やまと宅急便・最少梱包・お客様着払いの件 ご了解（←○印願います。） 送料の目安⇒ 裏面を ご参照ください。

• 4.銀行振り込み（手数料ご負担）の件 ご了解（←○印願います。）

• 振込先＝三井住友銀行・普通預金 ・店番号103 ・口座番号0657956 ・名義：武田啓次 宛て

• 5.お客様 〒番号 -

• 6.お客様 住所

• 7.お客様 氏名

• 8.お客様 電話番号

• 9.お客様 ＦＡＸ番号

• 10.お客様 メールアドレス

• 11.お客様 ご意見・ご質問・ご感想など

（16/18）

Universal Eco-net to Prevent Mosquitoes from Breeding in the Rainwater-pits at your Garden.

蚊出ないくん・注文書「蚊出ないくん」事務局（代表者 武田啓次）御中

〒586-0077  河内長野市南花台１－１０－１6 ＊電話は、勝手ながらお断りしています。

＊左記にて受信後、４８時間以内に、下記⑧～⑩にて返信します。

＊下記④による入金・ご了解確認後５日以内に商品発送します。

mailto:takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp


送料の目安（ヤマト運輸便による）

・「蚊出ないくん」１本の荷姿：円筒形

・｛蚊出ないくん」１本の商品重量：５００g

・本数別・地域別・送料の目安（１～１０本の場合）
（円）

サイズ

発送先

サイズ=a+b+c

・切れ端あまりネットは、Ａ、Ｂとも 裁断方法・接着剤・接着テープなどの工夫をして 有効活用願います。
有効活用の例： 取りあえずは、保存して、下記の活用方法を ご検討ください。

1.植木鉢の鉢底ネット
2.床下通気口の防虫ネット・・・シロアリの侵入防止
3.網戸のキズ孔の補修（ネットＢ）
4.浴室換気孔などからの防虫対策（ネットＢ）

・廃棄する場合の仕分けは、各自治体の環境担当部門に お問い合わせください。
当事務局所在地の河内長野市の場合、難燃性ですが、仕分け上は 燃えるゴミです。

海北道 北・東北 南・東北 関東

信越

北陸・中部

関西・中国

四国

九州

沖縄

1～3本まで
(８０サイズ)

1680 1260 1160 1050 950 1050 1790

４～９本まで
(１００サイズ)

1890 1470 1370 1260 1160 1260 2310

１０本
(１２０サイズ）

2100 1680 1580 1470 1370 1470 2840

ネットＡ：50cm×2m

ネットＢ：45cm×1.8m

取付け説明書

a=50cm

c=8cm

b=8cm

(17/18)
a=50cma=50cma=50cma=50cma=50cma=50cma=50cm



蚊出ないくん事務局
代表者：武田啓次

〒586-0077       大阪府河内長野市南花台1丁目１０番１６号
E-mail :takeda_kchan@iris.eonet.ne.jp
FAX : 0721-63-2860（FAX 専用です。）

勝手ながら 電話はお断りしております。
取付け状態の確認に 当方へお越しいただいても結構です。

完
以上 ご覧いただき、ありがとうございました

商品のご注文・ご感想・ご質問あれば 下記あてにどうぞ。

前々ページ （16/18）をご利用ください。
取付け状態の確認に 当方へお越しいただいても結構です。

（18/18）

「武田の啓ちゃんＨＰ」 ：http://takeda-kchan.sakura.ne.jp/ のリンク先「庭の蚊対策・蚊出ないくん」をご参照！

Universal  Eco-net to Prevent Mosquitoes from Breeding in the Rainwater-pits at your Garden.

http://takeda-kchan.sakura.ne.jp/
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