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虫対策

薬品を使わず、光で虫対策

虫の課題は、食品メーカーや食に関わる小売りの業界に限らず、
異物混入に課題を抱える製造業やホスピタリティが求められる業界でも

重要な課題です。

Luciは虫と光の関係性を専門機関などと共に研究を重ね、
薬品ではなく “光 ” を用いた虫対策の製品とサービスを生み出しました。

無味無臭。低消費電力。省メンテナンス。そして、自動化へ。
虫と光の自然の原理を利用した防虫・捕虫対策で、
お客様の虫の課題を解決します。

衛 生 分 野
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● シリーズ  に誘引される主な虫

● 試験結果

東京都某所 屋外にて 10時間点灯
（2016年10月4日 21：00～翌7：00） 

408匹

シリーズ

薬品を使わず、光で虫対策

®

▶ 虫の問題をLED捕虫器で解決！

ハエ目： チョウバエ、ショウジョウバエ、
ノミバエ、ガガンボ、ユスリカ、
タマバエ、クロバネキノコバ
エ、ヤマトクロコバエ、イエ
バエ

コウチュウ目：タバコシバンムシ、
カツオブシムシ、ゴミムシ
カメムシ目：チャバネアオカメムシ、
カメムシ類
その他： ガ類、アザミウマ類、チャ

タテムシ類など、紫外線に
集まる性質を持つ虫

● 簡単設置

● 店内侵入被害

● 異物混入

● 感染症

● 簡単メンテナンス

● 薬品不使用

● 経済的

小売店舗・食品工場・ホテル・空港など、
LED捕虫器の導入により、店内侵入の対策や、
異物混入の予防ができます。

®

4



● UV蛍光灯との寿命の比較

● UV蛍光灯よりも速く、多く捕獲する

虫は人が見ることが出来ない紫外線の光に向かっていく習性が
あります。Luciはその光を利用して虫を集めます。

薬品を使わず、光で虫対策

®

RADIAL WAVE TECHNOLOGY

※1　 1日24時間点灯、電気料金￥26 /1kwhとして換算
※2　半年に1回交換を想定。UV蛍光灯を￥800と想定。￥800×2回
※3　金額は、虫とらシリーズ100台を利用した場合の概算です
※4　捕虫シートにかかる費用は含みません。
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Luci UV LED

虫の可視領域

UV-LEDの波長域

シートの反射光の波長域

¥615,520

¥66,050 △89％削減

△84％削減

約55万円のコスト削減

約52万円のコスト削減¥95,659

20W UV蛍光灯

HACCP対応 特許取得済み 第6372907号

シリーズ が虫対策をサポート

LEDのプロフェッショナルが研究を重ねて作り上げた、
昆虫誘引力の高いLED光源

● 虫の可視領域をカバーするLEDと反射光の波長

UV蛍光灯の5倍の寿命

1.5倍の速さで多くのハエを捕獲

● 年間ランニングコスト約84%削減
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設置の際のポイント

捕虫器の光を
屋外に漏らさない
屋外の虫を呼び寄せないよう、
捕虫器の光は直接屋外から見えないように
設置してください。

光が遮られる環境の場合

壁などでUV光が遮られる環境では、
有効面積にかかわらず1台設置する
ことを推奨しています。

夜間も点灯させる

虫が活発に活動するのは
日没後や夜明け前が多いので、
夜間も捕虫器を点灯させることで
的確に捕獲できます。

光を遮る環境ではない場合

UV光が遮られない環境では、
30～40㎡（9～12坪）に1台が
設置の目安です。

小さな虫の飛ぶ高さは
1.2~1.8m

小さな虫の多くは、
2m以上の高さに飛ばないので、
1.2～1.8mが設置の目安です。

1.2~1.8m

シリーズ

設置ガイダンス
出入り口向け

発生源向け

発生源・出入り口向け

排水口やグリストラップなどの水場
からはチョウバエが発生します。
発生源そばに虫とらを設置すること
で拡散を防ぎます。

厨房エリアなどのバックヤードで発生
したコバエが飲食エリアに飛来するの
を防ぐため、二つのエリアの境界に
虫とらハクを設置すると効果的です。

厨房エリアであってもお客様の目に付
く場所には虫とらハクの設置を推奨し
ます。

外扉開閉時に屋外の虫が侵入するおそ
れがあります。人目につく風除室に
虫とらハクを設置し、飲食エリアへ
の侵入を防ぎます。

陳列した食品に虫が集まったら致命的
です。虫とらであれば厨房に設置する
ことが出来るので未然に防ぐことがで
きます。

虫が侵入してすぐに、発生してすぐに
誘引・捕虫して、室内の浮遊や繁殖を
防ぎます。

観葉植物の土や水受け皿からはキノコ
バエが発生するため、発生源となる植
木鉢の近くには虫とらの設置を推奨し
ます。

®
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ル・パン・コティディアン芝公園店　写真：秋葉康至 有山歯科診療所　写真：近藤康岳

インテリア照明デザイン

シート交換がわずか5秒！

世界最小！高性能UV-LED捕虫器

捕虫シートが見えない構造

高いインテリア性、
お客様の目につく場所に
青色光が見えない虫とら ハクは、インテリ
アデザインにとけ込みやすい外観で、風除
室や接客エリアや共有スペースなど、お客
様の目につく場所に設置するのに最適です。
厨房エリアでも、お客様から見える位置に
設置したい場合は虫とら ハクをおすすめし
ます。

小さなサイズ・工事要らずで
様々な場所に
虫とらは小型・薄型設計なので、大きな捕
虫器が設置しづらい観葉植物の裏や什器の
隙間などの狭いスペースへの設置に適して
います。また、工事不要なので、従業員通
路やパントリーなど、あらゆる場所に簡単
設置。

飲食・物販スペースに

天井裏に

厨房・パントリーに

隙間に

受付などの共有スペースに

外部侵入・出入り口対策内部発生対策

外部侵入・出入り口対策

内部発生・発生源対策

搬入口に

NEW

既存の捕虫器の代替に
大容量の LED捕虫器
虫とらは BIGは大容量タイプの LED捕虫
器です。厨房や搬入口など、虫が多くいる
エリアに設置して素早く捕虫します。シー
トの交換は 3ステップ（カバーオープン・
シート取り替え・カバークローズ）でスト
レスフリーで、交換時間を短縮できます。

P.16

P.15

P.14
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▲ ブッフェエリアの近くに

自然豊かな環境にあるレストランの虫対策

株式会社東京ドーム
熱海後楽園ホテルリニューアルプロジェクトチーム
半田 雅弘様

私は、 今回の新規開業に向け、 特にレストランエリアの開発を
担当しています。 レストランのコンセプトから、 料理メニュー、
飲料メニュー、 また内装など、 全ての企画に携わり、 現場がス
ムーズに運営できるよう橋渡し的な業務を担当しています。
海辺のレストランとして絶景のテラス席を作ることを望んでいた
のですが、 開発当初から、 熱海の当該開発地付近では、 夏に虫
が大量発生する懸念がありました。 そのため社内的にも、 虫を
理由にテラス席を作ることに疑問の声が多く挙がっており、東京
ビッグサイトの展示会で接点を持ったルーチ様に対策方法の相談
をしました。
テラス席=外部で食事を提供する場所では、 外なので虫がいるの
は当たり前と考えているところが多いと思います。 一方、 店内
に虫が入ってくることは許容できないので、出入りが多い店舗で
は対策が必要だと感じています。

ルーチの虫とらシリーズは、 外部での使用は逆に虫をおびき寄せ
るので不向きだが、 店内であれば、 テラス席の出入口から入り
込んだ虫を集めるのに効果的だということをなど、対策について
丁寧にご説明いただきました。

実際に店舗営業が始まった際にどれほどの効果が出るかはまだ
未知数ですが、 一度、 テストレンタルした際に、 かなり多くの
虫が捕獲できました。 その「ルーチ•虫とら ハク」を導入する事
で、 虫対策をしっかりとしているという社内周知に貢献してお
り、テラス席の設置にも理解を得ることができました。これから
の営業でも、店内に入り込んだ虫への効果が出ることを期待して
おります。

レストランエリア開発での課題

入り込んだ虫を誘引する

試験設置をしてみて

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1
Case

衛生分野
納入実績

熱海ベイリゾート後楽園　HARBOR’S W

◆INTERVIEW◆

店内に入り込んだ虫を
きっちり捕獲
宿泊施設

写真：秋葉康至
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2
Case

衛生分野
納入実績

3
Case

衛生分野
納入実績

型番 LMT-BB-B-A-N
 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型番 LMT-CC-B

虫とらシリーズを使い分け

▲特注スタンドで設置 ▲カウンターの裏側やバックヤードなどでは、BIGを採用

某ホテル

エリアに合わせた捕虫器をチョイス
レストラン

型番 LMT-BB-B-A-N
 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真：秋葉康至

こだわりのインテリアにフィット

▲レジ横に設置。インテリアになじんで違和感を感じさせない

ル・パン・コテディアン芝公園店

捕虫器と気づかせない
インテリア照明型捕虫器
パン屋
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 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 
Case

納入実績
薬剤を使わない虫対策

▲ 薬品を使わない捕虫器なので、検査環境などの精密機械の近くでも
　 安心して使える

衛生分野

食品加工・販売

型番 LMT-AA-A-A

◀  

 点灯時

◀  

 捕虫シートに捕獲された虫
前記のとおり、 消極的対応にとどまっていましたが、 導入前に 

サンプル品を貸与してもらい設置したところ、従来よりも効果が
あったため導入を決定しました。
導入効果は1週間もあればわかるので、 設置から短い期間で意思
決定ができると思います。

以前より自己流で使用していたネズミ捕りシートで捕獲できた虫 

よりも捕虫シートに捕獲された虫のサイズが小さく、 虫の発生後
早い段階で駆除できている感じがあります。
実際に、 以前にくらべ、 機械周辺で虫の発生等をみることが 

ほとんどありません。

食品工場ならではの条件を満たす
虫対策を実現

◆INTERVIEW◆

食品を加工する場所(機械)での害虫対策であるため薬剤を使え
ず、 また乾物食品加工場であり洗浄等の水濡れ行為も行えない
という制約下で、両条件を満たす方法を模索していました。
ドラッグストア等で販売されているネズミ捕りシートなどで寄っ
てくる虫に対する対応はしていましたが、効果が限られていたた
め、新たな対策を模索中でした。

条件を満たす新たな虫対策

短いテスト期間で採用を決定

内部発生後、
早い段階での捕虫を実感
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5
Case

衛生分野
納入実績

6
Case

衛生分野
納入実績

来場者に虫を見せない虫対策

赤城乳業株式会社 
AKAGI 　　TURE LABO

用途やデザインの異なる部屋でも
幅広く使えるインテリア捕虫器
工場

ネッツトヨタ宇都宮株式会社 宇都宮西店

ポイントごとに配置した捕虫器で
広い店内をカバー
店舗

▲  広い店内に4台の捕虫器を設置

写真：秋葉康至

▲ 出入り口は虫の搬入経路の一つ。捕虫器の存在感を主張しすぎない、  
　 インテリアにマッチするデザイン

型番 LMT-BB-B-A-N
 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型番 LMT-BB-B-A-N
 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真：加藤雄生

大空間で効率的に虫対策
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小児歯科に力を入れている歯科医業。

医療法人　ひかり歯科医院（茨城県・つくばみらい市）

　医療法人　ひかり歯科医院
　理事長 
　益子正範様

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆INTERVIEW◆

▲  診療室で使用。薬品フリーなので、安心して設置使用できる。

▲ エントランス付近の捕虫結果。「空間に虫が飛んでいるのを見なくなった」
　 と成果を実感いただいている。

▲ 虫の飛来ポイントであるエントランス付近の壁面に設置。
　 「捕虫器」と感じさせず、インテリアに溶け込んでいる。

医療施設ですので清潔であることは第一ですが、毎年夏場に院内
に虫が入ってくるので捕虫器などで対策をしてきました。さらに、
小児歯科の場合、オープンスタイルの診療室となることが多いた
め、院内に伝わる電撃殺虫器やファンの音を怖がる子供がいます
が、虫とらハクは粘着シートで捕えるため無音の対策。子供も大
人も安心です。虫対策をしていることを感じさせず、上記のよう
な課題解決を行う上で、さらに景観がいいということ、つまりイ
ンテリアのような外観が捕虫器を連想させないことで、院内の雰
囲気にマッチすると思います。

医療的処置を行うときに臭いには敏感にならなければいけないた
め、殺虫剤の臭いや化学物質の噴霧は決して望ましいものではあ
りません。望んでいたものは無味無臭の対策です。虫とらハクは
薬品や化学物質を使わず、LEDの波長のみで捕虫作用があり、院
内の課題解決の決め手となりました。

虫対策をしていることを感じさせず、内装の景観を崩さず対策す
る。まるでインテリア家具のように製品の外観が捕虫器を連想さ
せないことで、院内の雰囲気を崩さずマッチさせることに成功し
ました。さらに、メンテナンスはシートの交換だけで簡単に行うこ
とができるのも、ユーザーにとっては魅力的です。

患者さん優先での医療施設を運営

医療施設の虫対策　
音もなく子供も大人も安心できる

薬品を用いず無味無臭
営業時間外で虫を捕える

捕虫器を連想させない
インテリア家具のようなデザイン

7
Case

納入実績
小児歯科ならではの子供向け虫対策

型番 LMT-BB-B-A-N

衛生分野

医療施設

写真：秋葉康至
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8
Case

衛生分野
納入実績

9
Case

衛生分野
納入実績

医療施設

侵入経路とエリアに応じて
捕虫器を使い分け

有山歯科診療所

▲ 換気扇も虫の侵入経路の一つ。
　この作業エリアでは「ルーチ・虫とら」を使用 ▲ 夜間には受付まわりの明るい光に虫が誘引されてくる

写真：近藤康岳

グランフォレスト 神戸御影
介護施設

捕虫器と思わせない
プロダクトデザイン

◆INTERVIEW◆

捕虫器なのにおしゃれな間接照明でもある「ルーチ・虫とら ハク」。介護付有
料老人ホームのグランフォレスト神戸御影では、ダイニング空間を高品質な
間接照明でインテリアデザインを仕上げています。虫とらハクは、この空間
に竣工後の後付けされましたがその空間の高品質な間接照明と完全にマッ
チしており、デザイン性を崩さず、強力な捕虫効果を実感いただいています。

間接照明に溶け込む高いデザイン性

▲ エントランス付近の手洗い場に

写真：近藤康岳

型番 LMT-BB-B-A-N
 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

虫の侵入経路をしっかりカバー

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
型番 LMT-BB-B-A-N 型番 LMT-AA-A-A



仕　様
点灯イメージ

商業施設・飲食店に

セット

捕虫シート交換は1ヶ月に1回
虫の少ない季節でも、捕虫器のUV照射や粉塵などにより、
捕虫シートの粘着力が損なわれるので、1ヶ月に1回程度
を目安にシートの交換をおすすめします。

有効面積は30～40m2（9～12坪）
環境により、有効な照射範囲は変化するので、一つの環境
に複数台を設置すると効果的です。

インテリアに溶け込むデザイン
これまで、光を使った捕虫器では、「青い光」による捕虫が主な仕様でした。
Luciは、捕虫効果を損なうことなく、この「青い光」を抑え、
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器として
「ルーチ・虫とら ハク」を開発しました。

A4ノートサイズくらいの大きさ
捕虫シートが虫とらの
4倍ほどの大きさになるので、
捕虫容量もアップ

捕獲した虫が見えにくい構造
捕虫シートが本体内側に組み込まれています。
捕まった虫は、捕虫器を覗き込まない限り
見えることはありません。

MOVIE商品ページ

HACCP対応

特許取得済み 第6372907号

商品名 ルーチ・虫とら ハク 虫とらハク・BIG用捕虫シート
（10枚入り）

型番 LMT-BB-B-A-N LMT-S-C
価格（税別） ￥59,800 ￥4,500
消費電力 4.2 W ー
外形寸法 W370×H209×D162 ㎜ W263×H194 ㎜
本体質量 本体 1.7 kg,アダプター 165 g ー
付属品 ACアダプター, 捕虫シート（1枚） ー

14
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仕　様
大きさの比較

工場の製造ラインや厨房・従業員通路に

MOVIE商品ページ

セット

ACダイレクト
工場などで多用されている、防水カバー付きコンセントの
受けに挿せる入力プラグを採用

HACCP対応

特許取得済み 第6372907号
NEW

商品名 ルーチ・虫とら BIG 虫とらハク・BIG用捕虫シート
（10枚入り）

型番 LMT-CC-B LMT-S-C
価格（税別） ￥49,800 ￥4,500
消費電力 3.4 W ー
外形寸法 W334×H340×D57 ㎜ W263×H194 ㎜
本体質量 本体 2.8 kg ー
付属品 トレイ, 捕虫シート（1枚） ー

簡単!  シート交換

捕虫シート交換は1ヶ月に1回
虫の少ない季節でも、捕虫器のUV照射や粉塵などにより、
捕虫シートの粘着力が損なわれるので、1ヶ月に1回程度
を目安にシートの交換をおすすめします。

有効面積は30～40m2（9～12坪）
環境により、有効な照射範囲は変化するので、一つの環境
に複数台を設置すると効果的です。

閉じる

開く

カバーを開く シートを交換する カバーを閉じる

new

old

閉じる

開く

カバーを開く シートを交換する カバーを閉じる

new

old

閉じる

開く

カバーを開く シートを交換する カバーを閉じる

new

old

▼

▼
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仕　様
点灯イメージ

面倒な工事は不要。
コンセントさえあれば
どこでも簡単設置

極薄、ハガキサイズの
コンパクト設計により
軽量化

360度の配光で、
コンパクトでも
効率良く捕虫します

光のプロフェッショナルだからできる3つのこだわり

工場の製造ラインや厨房・従業員通路に

MOVIE商品ページ

セット

捕虫シート交換は1ヶ月に1回
虫の少ない季節でも、捕虫器のUV照射や粉塵などにより、
捕虫シートの粘着力が損なわれるので、1ヶ月に1回程度
を目安にシートの交換をおすすめします。

有効面積は30～40m2（9～12坪）
環境により、有効な照射範囲は変化するので、一つの環境
に複数台を設置すると効果的です。

どこでも置ける
薄型設計なので、従来の捕虫器では設置しにくかった発生
源そばの狭い場所でも、効果的に設置ができます。

HACCP対応

特許取得済み 第6372907号

商品名 ルーチ・虫とら 虫とら用捕虫シート（10枚入り）
型番 LMT-AA-A-A LMT-S-A
価格（税別） ￥25,000 ￥4,000
消費電力 2.9 W ー
外形寸法 W160×H100×D25 ㎜ W130×H90 ㎜
本体質量 本体 280 g,アダプター 165 g ー
付属品 ACアダプター, 捕虫シート（1枚） ー
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防虫対策の強化に

虫の飛来を大幅に減らす、防虫用照明
薬品を使わずに虫の飛来を抑制し、誘引率を大幅に低下させます。
昼白色の照明器具と本製品を比較した検証結果では、蛍光灯では80％以上、LEDでも60％以上、虫の飛来が削減されました。

消費電力
従来の 1/4に抑えることができます

取り付け
器具がコンパクトなので、設置場所を選ばず、後付け設置が簡単。
大掛かりな工事も不要

特許取得済み 第4804335号,　第5164654号
ルーチ・パワーフレックス ムシーネは
株式会社 Luciと大成ファインケミカル株式会社、株式会社ネイブルとの
共同開発製品です。

視認性
従来の蛍光灯イエローランプの色味よりも
（温）白色の柔らかい色味に近づけているため人の目に優しく、明るい

Luci Power FLEX Mushi-ne

ルーチ・パワーフレックス ムシーネ

仕様
商品名 ルーチ・パワーフレックス ムシーネ
型番 LFPBU20-T1000S-YG-CL-O
価格（税別） ￥27,000/m
消費電力 11.1W/m
灯具の長さ（L） 1011mm
質量 60g/m
カット可能単位 不可
光源色（色温度） □＝受注生産色（目安納期：7週間）　ー＝取扱無 

YG □
入力電圧 DC24V
使用環境 屋内,半屋外
最大直列連結数 5m
最小曲げ許容範囲 R50mm
材質（本体） 軟質アクリル
付属品 ー
オプション品 取付レール, 取付クリップ, 瞬間接着剤, 
調光 可
電源 要

AIB仕様
素材が軟質アクリルという柔軟性の高い素材に覆われているため、
製品が落下したとしても、蛍光灯のように飛散することはありません。

外形図
断面図正面図

4.5

15

190 1011±2

AIB仕様

特許取得済み 第4804335号, 第5164654号
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6th/2019.7/2000部

会社概要

事業拠点

社名 株式会社Luci

設立 1995年 株式会社コンテンツ
 2005年 Luci事業部立ち上げ
 2011年 株式会社プロテラス 
 　　　  株式会社インフォピーと合併し社名変更
 2015年 株式会社Luci 設立
資本金 2000万円
代表者 取締役社長　福山　司 東京本社 大阪支社

東京本社
〒 107-0052　東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル 3F TEL 03-6327-7409　FAX 03-6327-7410

●

● 大阪支社
〒 550-0015　大阪府大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中埜ビル 3F TEL 06-6110-7520　FAX 06-6110-7519 

●

●

●

グループ会社

シンガポール本社
52A Tanjong Pagar Road, Singapore 088473 TEL +65-6291-2410 

香港事務所
Room 1801, 18/F, Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, North Point, Hong Kong  TEL +852-2219-8462

ドバイ事務所
5WA 331, DAFZA, Dubai, United Arab Emirates  TEL +971-54-446-0350

●

●

グループ会社

上海本社
200050 上海市長寧区宣化路 300号 華寧国際広場南塔 1804室  TEL +86-21-5238-9115 / +86-21-5238-9117 

北京事務所
100025　北京市朝阳区朝阳北路 129号院ႎທ嘉尚 1号楼 2011   TEL +86-10-6556-9541 


