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●交換・返品について
到着した商品がおかしい場合はすぐにお電話ください。下記の内容で対応させていただきます。

案内図

令和５年版カタログ（2023年）
※年１回発行　３月下旬更新

ご注文から、出荷について

花粉交配用ミツバチ専門店
西洋ミツバチ・養蜂道具・はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス

花粉交配用ミツバチ ※蜂の発送は、出荷可能な場合で、最短２日後出荷より
蜂が不足している時は、通常の出荷は不可となります。早めにお問い合わせください。

※このカタログに掲載の中国産の商品は、入荷毎に写真と多少違う
　場合がありますので、ご了承ください。

養蜂道具・健康食品等蜂以外 午前中12：00まで、在庫商品は当日に出荷します。午後からのご注文は翌日出荷より。
混み合っている場合は、翌日の出荷になります。ご注文はお早めにお願いします｡

最短の出荷（在庫がある場合）

車でのご来店は、関越自動車道東松山インターより15分、
東北自動車道加須インターより45分、圏央道川島インターより5分

https://www.mamuro-yoho.com ミツバチの価格は、時価です。常に更新されているため、価格表は別紙となります。
最新のミツバチ価格表は、ホームページでもご覧いただけます。

弊社ホームページ内に、オンラインショップを開設しています。
養蜂道具、健康食品は、このショップからご注文をしていただけます。
ミツバチは、生き物のため、お電話かFAXでの受付のみとなります。
ご用途に合わせてご利用ください。

ゼロイチキュウ
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間室養蜂場報

花粉交配用ミツバチ専門店花粉交配用ミツバチ専門店
西洋ミツバチ・養蜂道具・はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス

よし味

元気なミツバチをお届けします
西洋ミツバチは、農作物の増収と品質向上には必須のパートナーです。
当養蜂場では、ミツバチの革新的な養成技術により強勢群を大量に育成し
皆様のご利用をお待ちしています。

商品別

ミツバチ
正常時は、最短２日後の出荷から発送いたします。状況により、
混みあっている場合などは、もう何日か日数がかかる場合もあります。

養蜂道具
健康食品

在庫のある商品は、午前中12時までの受付は、当日出荷になります。
ご注文が混み合っている場合は、翌日の出荷になりますので、お早目のご注文をお願いします。

ミツバチだけは、お電話か、FAXのみの、受付になります。

オンラインショップ、お電話、FAXでのいずれの方法も、
ご利用可能です。

最短の出荷（在庫がある場合） ご注文方法商品別

ミツバチの場合は、内容を伺って状況で判断させて頂いております。
対応出来るのは出荷より10日以内の場合です。おかしいと思ったら
まずはお電話を早めにお願いいたします。

花粉交配用ミツバチ 出荷より10日以内

到着した商品が破損していたり、おかしい場合は、すぐにお電話を
お願いします。10日以内は交換いたします。養蜂道具・健康食品 出荷より10日以内

※交換期間を過ぎたものは、交換出来ませんので、ご了承ください。

内　容 交換の場合の期間商　品

商品の価格、送料、代引き手数料は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。

オンラインショップもご利用ください。

ご注文・商品のお問い合わせは下記までお願いいたします。

0493-54-2381

0493-54-0093

電話での
ご注文は

FAXでの
ご注文は

営業日：月曜日より土曜日　定休日：日曜日・祝祭日　その他、盆休み、年末年始休業
営業時間：ＡＭ８：００～ＰＭ５：００
電話が混雑する場合がございます。ご迷惑をおかけします。その際は、おかけ直しいただくか、
ＦＡＸ、又はインターネットでご連絡ください。ＦＡＸは、早めにお手続きをすることが出来ます。

ＦＡＸは、２４時間受付可能
お名前・住所・お電話番号が必要です。ご登録済みのお客様は、お電話番号が会員番号になりますので
２回目以降は、お電話番号のお知らせのみで対応出来ます。ご希望の商品、納期、お時間などをお書き頂きますと、
よりご希望の納品に近づきます。ご希望に間に合わない場合などはご連絡させていただきます。

●ご注文方法

オンラインショップから
のご注文も出来ます。 間室養蜂
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ミツバチなど弊社をいつもご利用のお客様へ

■ 蜂の生育は順調です。花粉交配用（受粉）の蜂のご注文をお受けしています。
　日頃は弊社の商品をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。

　ミツバチに関しては、今年は、蜂の生育が順調です。作物の花粉交配（受粉）に蜂をご使用の農家様のミツ

バチは、現在、通常の２日後出荷にて順調に出荷しています。日付指定予約にて先のご注文も承っております。

　種類は、1.5枚群（無王）～3枚群（王入り）迄となっています。日付が決まっている場合は早めのご連絡（日付

指定予約）をお薦めしています。特に3月から4月にかけては様 な々作物の受粉が重なりますので、日付が決まり

ましたら早めにご連絡をお願いします。

　状況に応じて蜂の内容が変化することもあります。万が一、蜂が不足状態になった場合は、1.5枚群（無王）

だけの受付に変更する事もございますので、予めご了承ください。年間を通じて安定供給出来るよう力を注い

でいます。引き続き、弊社のミツバチをご利用頂けましたら幸いです。今後共、宜しくお願いいたします。

■ 種蜂ご利用のお客様の受付は、順番待ちの方法にてご案内をしています。
　弊社は、作物の花粉交配（受粉）にご利用の農家様の蜂の出荷を最優先にお手配をします。その為、状況

を見ながら、順番待ちの順に種蜂の販売のお手配をしています。毎年、9月くらいから来春の順番待ちの順番

の受付をしています。順番待ちの場合は、キャンセルはいつでも可能ですので、皆さん、早目のご連絡を頂いて

おります。今年も順番に種蜂のお手配が始まります。早い順番の方よりお手配が進んでいきます。これから、お

求め希望の方は、弊社へご連絡を頂き、順番待ちの受付からお願いします。そして、順番は、ある程度の量の

蜂の販売が可能になった時点で、弊社より順番に、随時、ご連絡させて頂き、蜂の出荷のお手配をします。その

時点で、ご希望納期や、巣箱の種類等、詳しくお伺いしています。まずはお気軽に弊社までお問合せ下さい。

■ ミツバチの安定供給
　昨年あたりから、全国的にミツバチが不足することが無くなったのではないでしょうか？弊社でも、昨年あたり

から順調にご注文を出荷できるようになりました。何年振りの事でしょうか。しかしながら、これがなぜなのか皆

目わかりません。蜂の生産を予測するのは、一年先の天気を予測するのと同じで、全く当てになりません。いず

れにしろ、十分な在庫をもって、不測の事態にも対応できるよう努めます。

■ 商品・送料の値上げについて
　弊社では、なるべくお求めやすい価格設定を心がけていますが、原材料の高騰、輸送費等の高騰により、

常に価格上昇のご連絡をいただいており、今回も値上げとなった商品がございます。ご了承ください。年に一

度のカタログ発行の為、途中の価格変更は、全て弊社のホームページに掲載させていただいています。商品

の最新状況は、ホームページ、又は、商品の発送の際にお付けしている、商品の最新の状況の書面、または、

お電話にてご確認をお願いいたします。お手数をおかけいたします。今後ともよろしくお願いいたします。

ダニ対策のヒント

■ 早春の処理がとても大切になります。
　 ダニの寄生は、成虫に4割、幼虫・蛹に６割と言われます。
　厄介なことにダニが寄生するのが成虫4割、幼虫・蛹６割と言われます。
　増える前に処理することが基本です、大量に増えると手が付けられません。この早春の時期か
ら、幼虫・蛹につくダニに、雄蜂巣を使っておくと効果があるということです。最低でもこの時
期の何かしらの対策は必須ですが、最初の一手と考えてください。

■ 薬を入れても安心は出来ない。
　 ダニは小まめなチェックがとても重要になります。
　接触薬(アピスタン・アピバール)は、４割と言われている成虫に効果があります。あとの６割
の蛹・幼虫には効果はあまりありません。その為、薬を入れてから１～２週間後にチェックして
も完全に正しいのかどうかはわからないことです。少なくとも、ダニ寄生率が減っていなかった
ら、別の対策が必要になります。大切なのは、薬を入れたらその結果を、小まめにチェックする
ことです。

■ お盆前に急加速度的に増える
　定期的にダニの寄生率をチェックする事はとても大切です、寄生率は対策を決める参考になり
ます。しかしながら加速度的に増える夏時期では月に一度くらいのチェックでは意味がなくなり
ます。要注意です。

※ダニ駆除剤の販売は、弊社では出来ません。お求め先のご案内はしています。

※価格は時価のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

蜂に取りつくダニは夏に向かってかなり増
えてきます。ダニは昔より繁殖が早くなっ
ています。マメなダニ駆除がお薦めです。

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2月

正常な蜂の量
ダニの量
崩壊する蜂

ダニの数と蜂の数のイメージ

令和5年2月吉日

有限会社　間室養蜂場　　　　　
代表取締役　間室　治
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(秋冬は寒さ対策の為、トタン入り口付き)

花粉交配(ポリネーション)用ミツバチについて
花粉交配用ミツバチ（西洋ミツバチイタリアン系交配種）

花粉交配用ミツバチ早見表をご覧になる前に
(主にビニールハウスでご使用の方に)

この度、ビニールハウス内で作物の受粉にお使いのミツバチを選ぶ際にご参考になればと早見表を
作成しました。表を見る前にちょっとしたアドバイスも記載しましたので、どうぞご覧ください。

ミツバチは本来おとなしい生き物で
す。乱暴に扱わなければ無闇に人を
刺すことはありません。

箱の入り口をいつまでも閉切りにすると蒸れて死んでしまい
ます。移動時以外は常時開けて置くのが基本です。

行動半径は、約2㎞ 、一度飛び出したら
箱の場所を記憶します。

蜂が興奮する場合
　●乱暴に扱う
　●香水などの匂いがする

刺された時は
　1 ：1 秒でも早く針を抜く
　2 ：アレルギーの人はすぐに病院へ

最適活動温度は 20℃～ 25℃
ハウス内で温度が高すぎると、天井の
ほうだけ飛んで訪花しません。

ポ リ ネ ー シ ョ ン

ミツバチは2～3㎞の範囲を飛べる生き物なので選ぶ時の基準は作物の面積の広さよりも、大雑把に言いまし
て交配期間の長さで考えます。但し、作物やその土地の環境の違いにより差が生じますので、ご近所の使用状
況をご考慮ください。
ミツバチは、１枚＝約2000匹。蜂の量が多くなれば、受粉する期間が長くなります。

ミツバチの選び方は？

ミツバチは量がたくさんいると長期間ご利用出来ます。
短期間の交配には、サイズが小さくミツバチの枚数が少ないベニヤ箱入りミツバチをお薦めします。
特に期間の短い、メロンやスイカの受粉の方には1.5枚群(女王なし)のご利用の方多数です。
長期間の交配には、サイズが大きくミツバチの枚数が多くなる7枚型木箱入りミツバチをお薦めします。
特に期間の長い苺の交配には、4枚群のミツバチの量の多い群をお薦めします。(早見表を参考にしてください P５へ)

ベニヤ箱と木箱はどう選ぶの？

①一番重要なポイントはえさを与えることです。
えさを定期的(2～3週間おきくらい)にまとめて(砂糖１kgとお湯１ℓで作った量くらい)与えます。
えさを与えないとミツバチは餓死してしまいます。また反対に与えすぎますと、女王の産卵場所が無くなり蜂
が減る原因となりますので、間隔をおいて定期的に与えてください。
②農薬と殺菌剤を使用する場合の換気を充分に行うことです。

ミツバチは「臭い」に反応します。薬の臭いが少しでもすると、いやがって箱から出て来なくなります。
１日で大丈夫と書いてあっても臭いが残っていて、飛ばなくなったケースは多々あります。そして死んでしま
うこともありますので、充分な換気で臭いを無くしてから蜂をハウスへ戻しましょう。蜂は薬や殺菌剤・肥料
の区別は出来ません。一番大事なのは、蜂がその場に残っている「臭い」に反応するということです。

ミツバチを少しでも長く利用するには？

ビニールハウス内では、ミツバチの消耗が激しく寿命は短くなります。中でも単棟ハウスよりも連棟ハウスの方
が消耗が激しくさらに短くなります。ハウス内は温度を25℃くらいまでにしてください。それ以上になると、上
ばかり飛ぶので、ハウスに当たって死んでしまう蜂が増えます。温度が高すぎないように注意してください。
朝・夕の涼しい時間のみ受粉することになります。ビニールハウスのビニールは紫外線カットフィルムを使わな
いでください。ミツバチは紫外線で動くため飛べなくなります。

ビニールハウスで利用するミツバチは？

中古箱も使用しています。ご了承く
ださい。基本的に巣の枚数の少ない
群ですので1回目のえさは、到着し
た翌日からすぐに与えてください。

ベニヤ小箱入りは、
短期間の交配の方にお薦め

ベニヤ箱サイズ：
高さ29㎝×横20．5㎝×奥行52㎝

①　このサービスは、木箱入り３枚、又は、４枚群のみご利用の場
合に、2,500円（2,750円税込）割引の対象です。

②　ベニヤ箱の蜂は、割引はありません。
③　木箱は、前後に大きな金網の窓が有るものが対象です。
④　空箱は、中身を何も入れずにお送りください。
⑤　蜂がいなくなった木箱は、中の巣枠を取り出して、水洗いをして

陰干しして、保管しておいてください。巣を入れておくと中に巣
虫が、わいて使用出来なくなります。

プラス1枚巣を足していますが、最
初のえさやりは、到着後3日以内に
開始してください。

　空箱はきれいな状態なら使いまわすこ
とができます。（下記に説明あり）

7枚型木箱入りは、
長期間の交配の方にお薦め

7枚型木箱サイズ：（トタン入り口付）
高さ31．5㎝×横34．5㎝×奥行53㎝

2ヶ月から3
ヶ月位の期
間 の 長 い
受粉に

冬のイチゴ
ナス

蜂群4枚＋巣1枚入り。女王入り。
木箱は7枚型輸送箱を使用。
箱に対して、蜂の量が多く入る商
品。その為、蒸殺を防ぐ為に20℃以
下の時期に販売。この商品は11～12
月時期の販売。

期間の目安 内　容お薦め作物

木箱入りミツバチ4枚群＋1(王入り)(約8000匹位)

素早く

2㎞

●木箱３枚・４枚群のみ、空箱を送って頂き、蜂を入れて
　返送する時に、2,500円（2,750円税込）引きになります。

ベニヤ箱入り3枚群は、箱に対して中の蜂が多く入ります。その場
合、蜂の熱で蒸れて蒸殺を起こす恐れから、翌日到着可能な場所だ
けの出荷となりました。中１日以上日数がかかる場所へのお送りが
出来ません。ご了承ください。

●ベニヤ箱入り３枚群（王入）は、翌日に到着する箇所の
　方のみご注文が可能です。

01-0301

2ヶ月～3ヶ
月位の長め
の 期 間 の
受粉に

夏 と 冬 の 両 方
のイチゴ
ナス・梨
さくらんぼ
ブルーベリー
多用途に

蜂群3枚＋巣1枚入り、女王入り。
木箱は7枚型輸送箱を使用。

巣箱の中に空間が多いタイプ。夏の
イチゴにも使用されています。季節
問わず、一番ご利用の多いタイプ。
多用途にご利用されています。

期間の目安 内　容お薦め作物

木箱入りミツバチ3枚群＋1(王入り)(約6000匹位)
01-0202

20日～30日
位の短い期
間の受粉に

スイカ
メロン
きゅうり
マンゴー

蜂群1.5枚入り(１枚半の量)女王無し
女王は入っていないが、女王フェロモ
ンを使用し、蜂の統制を取っている｡
※女王が居ないので、入り口を開け

るのは、夜、真っ暗になってから
開ける

※冬は、産卵が無いので20日間位の
活動

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ1.5枚群(無王)(約3000匹位) 01-0901

1ヶ月～2ヶ
月位の短期
間の受粉に

スイカ・メロン
きゅうり・苺
多用途に

蜂群2枚＋巣1枚入り。女王入り

女王入りの中で最少のタイプ。小さ
いハウスの方に好まれています。
季節問わず、多用途に使用されてい
る人気商品

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ2枚群＋1(王入り)(約4000匹位) 01-0101

2ヶ月から3
ヶ月位の受
粉に

冬のイチゴ
ナス

蜂群3枚入り。女王入り。

箱に対して、蜂の量が多く入る商
品。その為、蒸殺を防ぐ為に20℃以
下の時期に販売

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ3枚群(王入り)(約5000匹位) 01-0201

在庫 ご注文前にご確認をお願いします。蜂が不足した場合など、一時的に販売が中止になっている商品も有ります。

価格
蜂の価格は、時価となります。常に更新されています。価格表は別紙になっています。
弊社のホームページ内の「ミツバチの価格表」で、随時更新された最新の価格を掲載しています。

出荷 在庫が有り出せる場合は、ご注文日から2日後発送が最短の出荷です。在庫が少ない場合や、大量のご注文の場合は日数が
多くかかります。前もって、在庫と納期の確認のご連絡を頂くことをお薦めします。

蜂の枚数 弊社は、賞味の蜂量です。気候・気温により増減はありますので、ご了承ください。

＋１とは 蜂の付いて居ない巣を1枚足している群です。例：木箱入3枚群＋1、という表記の商品等の事です。

日付を指定した
予約

花粉交配用（受粉）にミツバチをご使用の農家様の蜂のご予約についてです。以前の数量だけ押さえておく仮予約は廃止に
なりました。何日の到着と日付を指定した、ご予約の受付という形に、現在は、変更になっています。この日付指定予約は、
出荷の６日前までは、日付変更が可能となっています。予め、日付の決められるお客様は、ご予約が可能です。

無料の
交換期間

ミツバチ到着後、様子がおかしい場合は、すぐにご相談ください。状況によって、無料交換が出来る期間は、出荷より10日以内
となります。期間が過ぎた場合は、交換の対象になりません。まずは早めのご相談をお願いいたします。

ミツバチの基礎知識ミツバチの基礎知識
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(秋冬は寒さ対策の為、トタン入り口付き)

花粉交配(ポリネーション)用ミツバチについて
花粉交配用ミツバチ（西洋ミツバチイタリアン系交配種）

花粉交配用ミツバチ早見表をご覧になる前に
(主にビニールハウスでご使用の方に)

この度、ビニールハウス内で作物の受粉にお使いのミツバチを選ぶ際にご参考になればと早見表を
作成しました。表を見る前にちょっとしたアドバイスも記載しましたので、どうぞご覧ください。

ミツバチは本来おとなしい生き物で
す。乱暴に扱わなければ無闇に人を
刺すことはありません。

箱の入り口をいつまでも閉切りにすると蒸れて死んでしまい
ます。移動時以外は常時開けて置くのが基本です。

行動半径は、約2㎞ 、一度飛び出したら
箱の場所を記憶します。

蜂が興奮する場合
　●乱暴に扱う
　●香水などの匂いがする

刺された時は
　1 ：1 秒でも早く針を抜く
　2 ：アレルギーの人はすぐに病院へ

最適活動温度は 20℃～ 25℃
ハウス内で温度が高すぎると、天井の
ほうだけ飛んで訪花しません。

ポ リ ネ ー シ ョ ン

ミツバチは2～3㎞の範囲を飛べる生き物なので選ぶ時の基準は作物の面積の広さよりも、大雑把に言いまし
て交配期間の長さで考えます。但し、作物やその土地の環境の違いにより差が生じますので、ご近所の使用状
況をご考慮ください。
ミツバチは、１枚＝約2000匹。蜂の量が多くなれば、受粉する期間が長くなります。

ミツバチの選び方は？

ミツバチは量がたくさんいると長期間ご利用出来ます。
短期間の交配には、サイズが小さくミツバチの枚数が少ないベニヤ箱入りミツバチをお薦めします。
特に期間の短い、メロンやスイカの受粉の方には1.5枚群(女王なし)のご利用の方多数です。
長期間の交配には、サイズが大きくミツバチの枚数が多くなる7枚型木箱入りミツバチをお薦めします。
特に期間の長い苺の交配には、4枚群のミツバチの量の多い群をお薦めします。(早見表を参考にしてください P５へ)

ベニヤ箱と木箱はどう選ぶの？

①一番重要なポイントはえさを与えることです。
えさを定期的(2～3週間おきくらい)にまとめて(砂糖１kgとお湯１ℓで作った量くらい)与えます。
えさを与えないとミツバチは餓死してしまいます。また反対に与えすぎますと、女王の産卵場所が無くなり蜂
が減る原因となりますので、間隔をおいて定期的に与えてください。
②農薬と殺菌剤を使用する場合の換気を充分に行うことです。

ミツバチは「臭い」に反応します。薬の臭いが少しでもすると、いやがって箱から出て来なくなります。
１日で大丈夫と書いてあっても臭いが残っていて、飛ばなくなったケースは多々あります。そして死んでしま
うこともありますので、充分な換気で臭いを無くしてから蜂をハウスへ戻しましょう。蜂は薬や殺菌剤・肥料
の区別は出来ません。一番大事なのは、蜂がその場に残っている「臭い」に反応するということです。

ミツバチを少しでも長く利用するには？

ビニールハウス内では、ミツバチの消耗が激しく寿命は短くなります。中でも単棟ハウスよりも連棟ハウスの方
が消耗が激しくさらに短くなります。ハウス内は温度を25℃くらいまでにしてください。それ以上になると、上
ばかり飛ぶので、ハウスに当たって死んでしまう蜂が増えます。温度が高すぎないように注意してください。
朝・夕の涼しい時間のみ受粉することになります。ビニールハウスのビニールは紫外線カットフィルムを使わな
いでください。ミツバチは紫外線で動くため飛べなくなります。

ビニールハウスで利用するミツバチは？

中古箱も使用しています。ご了承く
ださい。基本的に巣の枚数の少ない
群ですので1回目のえさは、到着し
た翌日からすぐに与えてください。

ベニヤ小箱入りは、
短期間の交配の方にお薦め

ベニヤ箱サイズ：
高さ29㎝×横20．5㎝×奥行52㎝

①　このサービスは、木箱入り３枚、又は、４枚群のみご利用の場
合に、2,500円（2,750円税込）割引の対象です。

②　ベニヤ箱の蜂は、割引はありません。
③　木箱は、前後に大きな金網の窓が有るものが対象です。
④　空箱は、中身を何も入れずにお送りください。
⑤　蜂がいなくなった木箱は、中の巣枠を取り出して、水洗いをして

陰干しして、保管しておいてください。巣を入れておくと中に巣
虫が、わいて使用出来なくなります。

プラス1枚巣を足していますが、最
初のえさやりは、到着後3日以内に
開始してください。

　空箱はきれいな状態なら使いまわすこ
とができます。（下記に説明あり）

7枚型木箱入りは、
長期間の交配の方にお薦め

7枚型木箱サイズ：（トタン入り口付）
高さ31．5㎝×横34．5㎝×奥行53㎝

2ヶ月から3
ヶ月位の期
間 の 長 い
受粉に

冬のイチゴ
ナス

蜂群4枚＋巣1枚入り。女王入り。
木箱は7枚型輸送箱を使用。
箱に対して、蜂の量が多く入る商
品。その為、蒸殺を防ぐ為に20℃以
下の時期に販売。この商品は11～12
月時期の販売。

期間の目安 内　容お薦め作物

木箱入りミツバチ4枚群＋1(王入り)(約8000匹位)

素早く

2㎞

●木箱３枚・４枚群のみ、空箱を送って頂き、蜂を入れて
　返送する時に、2,500円（2,750円税込）引きになります。

ベニヤ箱入り3枚群は、箱に対して中の蜂が多く入ります。その場
合、蜂の熱で蒸れて蒸殺を起こす恐れから、翌日到着可能な場所だ
けの出荷となりました。中１日以上日数がかかる場所へのお送りが
出来ません。ご了承ください。

●ベニヤ箱入り３枚群（王入）は、翌日に到着する箇所の
　方のみご注文が可能です。

01-0301

2ヶ月～3ヶ
月位の長め
の 期 間 の
受粉に

夏 と 冬 の 両 方
のイチゴ
ナス・梨
さくらんぼ
ブルーベリー
多用途に

蜂群3枚＋巣1枚入り、女王入り。
木箱は7枚型輸送箱を使用。

巣箱の中に空間が多いタイプ。夏の
イチゴにも使用されています。季節
問わず、一番ご利用の多いタイプ。
多用途にご利用されています。

期間の目安 内　容お薦め作物

木箱入りミツバチ3枚群＋1(王入り)(約6000匹位)
01-0202

20日～30日
位の短い期
間の受粉に

スイカ
メロン
きゅうり
マンゴー

蜂群1.5枚入り(１枚半の量)女王無し
女王は入っていないが、女王フェロモ
ンを使用し、蜂の統制を取っている｡
※女王が居ないので、入り口を開け

るのは、夜、真っ暗になってから
開ける

※冬は、産卵が無いので20日間位の
活動

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ1.5枚群(無王)(約3000匹位) 01-0901

1ヶ月～2ヶ
月位の短期
間の受粉に

スイカ・メロン
きゅうり・苺
多用途に

蜂群2枚＋巣1枚入り。女王入り

女王入りの中で最少のタイプ。小さ
いハウスの方に好まれています。
季節問わず、多用途に使用されてい
る人気商品

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ2枚群＋1(王入り)(約4000匹位) 01-0101

2ヶ月から3
ヶ月位の受
粉に

冬のイチゴ
ナス

蜂群3枚入り。女王入り。

箱に対して、蜂の量が多く入る商
品。その為、蒸殺を防ぐ為に20℃以
下の時期に販売

期間の目安 内　容お薦め作物

ベニヤ箱入りミツバチ3枚群(王入り)(約5000匹位) 01-0201

在庫 ご注文前にご確認をお願いします。蜂が不足した場合など、一時的に販売が中止になっている商品も有ります。

価格
蜂の価格は、時価となります。常に更新されています。価格表は別紙になっています。
弊社のホームページ内の「ミツバチの価格表」で、随時更新された最新の価格を掲載しています。

出荷 在庫が有り出せる場合は、ご注文日から2日後発送が最短の出荷です。在庫が少ない場合や、大量のご注文の場合は日数が
多くかかります。前もって、在庫と納期の確認のご連絡を頂くことをお薦めします。

蜂の枚数 弊社は、賞味の蜂量です。気候・気温により増減はありますので、ご了承ください。

＋１とは 蜂の付いて居ない巣を1枚足している群です。例：木箱入3枚群＋1、という表記の商品等の事です。

日付を指定した
予約

花粉交配用（受粉）にミツバチをご使用の農家様の蜂のご予約についてです。以前の数量だけ押さえておく仮予約は廃止に
なりました。何日の到着と日付を指定した、ご予約の受付という形に、現在は、変更になっています。この日付指定予約は、
出荷の６日前までは、日付変更が可能となっています。予め、日付の決められるお客様は、ご予約が可能です。

無料の
交換期間

ミツバチ到着後、様子がおかしい場合は、すぐにご相談ください。状況によって、無料交換が出来る期間は、出荷より10日以内
となります。期間が過ぎた場合は、交換の対象になりません。まずは早めのご相談をお願いいたします。

ミツバチの基礎知識ミツバチの基礎知識
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ハウスで使う場合の注意 必ずご一読ください！

ミツバチが到着したら
えさの作り方と与え方

えさの与え方のポイント（こんな間隔で行いましょう）

ミツバチの巣門(入口)の開け方

農薬の使用について

　使う予定がない場合でもミツバチの出入り口は、お手元に着いたその日のうちに早めに必ず開けてください。特に春
から秋にかけては厳守してください、蒸れて死んでしまうことがあります。やむを得ず閉め切りにする場合には日陰の
風通しの良い場所に一時保管して翌朝には前後の金アミの窓よりジョーロ等で水をかけて開けてください。

　ミツバチは自分達の熱で蒸されて死んでしまう(蒸殺といいます｡)ため、巣箱に閉じこめたままの長時間の保存はでき
ません。到着したら下記の手順で速やかに開けて飛ばしてあげましょう。

お湯1ℓで砂糖１kgを溶かします。よくまぜてから冷ま
します。大きな容器に入れミツバチがおぼれないように、
ワラや葉っぱや割りばしなど浮かぶものをたくさん入れ
て出来上がり。

※春から夏にかけてのミツバチ
　運動量が活発なので、１kgの砂糖では、足りていないと思っ

たらもう少し多めにした方が良いです。
   （餓死を防ぎましょう）
特にご注意ください!!
※晩秋（12月位）から冬にかけてのミツバチ
　寒さのために運動量が少なくなりますので、量を少し減らしま
しょう。与えすぎるとエサで巣が埋まり産卵場所がなくなり次の
蜂が育たず減っていきますのでご注意ください。

Ⓐで作ったえさを巣門（入り口）の前へ置く。砂糖には
香りが無いので蜂が気づかない場合には、入り口にエサ
をこぼしてあげると気づきます。気づかない場合は夜暗
くなってから、入り口を持ち上げて、流し込んでください｡

●3～4枚群の場合
１回目のエサは到着して3日以内に与えます。その後は、2～3週
間おきに定期的に同じことを、くり返します。（月に2回位）

●1.5～2枚群の場合
１回目のエサは、到着してすぐの翌日から与えます。量は、木箱
の半分（砂糖500g＋お湯500ml）です。その後は、2～3週間おき
に定期的に同じことをくり返します。（月に2回位）

　農薬を使用する場合は、巣箱をハウスの外に移動して
から行ってください。薬が掛かると全滅する恐れがあり
ます。ハウスに戻すときは換気を充分行って1～2週間
ほど経ってからにしてください。ただし、殺傷能力の強
い薬を使った場合や換気が不十分な場合は蜂が飛ばない
ことがあります。農薬がハウスに残っていると蜂が巣箱
から出なくなるか、出ても花に近づかなくなります、そ
うなった場合は、もう一度蜂をハウスの外に出し外で活
動させ、その間にハウスの換気を十分に行ってください。
また、農薬を使った手袋などで巣箱を持っただけでも蜂
が飛ばなくなることがあります。農薬を掛けてしまった
箱や巣は使うことができませんので、すぐに焼却処分し
てください。（殺菌剤でも液肥でも臭いが残ると同様の
場合があります｡）

まず置く場所を決める(蜂は一度場所を
覚えると同じ場所に帰ります｡)
移動する必要のない場所へ置きましょう。

重要な
ポイント

1.餓死を防ぐためにえさを与えることは必須です。2週間毎に定期的に与える。
2.えさがある時の箱の重さを覚えておき、たまに持ち上げてみる。
それが軽くなって来たら要注意。
3.逆にえさの与えすぎは、産卵場所を無くし、無駄に活動しすぎるため、蜂が減る原
因になる。

巣門の反対側に
立ち写真のよう
に手を伸ばしト
タンの巣門を開
ける。

巣門には、輸送途中に騒いだりストレスで死んだミツバチの
死骸が詰まることがあります。
ミツバチが出て来ない場合は、入り口をよく見て死骸を取り
除いてください。

ハウスで使用の場合、必ず蜂箱はハウス内で入口を開ける。

窓は輸送時、蜂が蒸れて死なないように開けています。
通常は閉めて中を暗くします。冬季は必ず閉めてください。

4

窓から中を見て
騒いでいるよう
なら霧吹きやジ
ョーロなどで窓
から水をかけて
静めてください｡

2

1

前と後ろ両方の木の窓を持
ち上げて窓を閉める。
（画びょう・くぎ・
ガムテープ等）
※木箱の場合です。
ベニヤ箱はストッパ
ーがあります。

3 トタンを上に上
げる。ミツバチ
が出て来て完了

5

材　料

Ⓐ 作り方

（1回分のえさの準備）

砂糖

お湯

容器

その他

木箱の場合

1kg

1リットル

洗面器等の大きい容器が入るもの

ワラ・割りばし・葉っぱ等浮かぶもの

ベニヤ箱の場合

500g

500ml

Ⓑ 与え方

注意点 ※エサは間隔をあけて、定期的に与えましょう

ミツバチは、
においにとても敏感です。

農薬に使った
道具はミツバチに
使わないでね！！

ミ
ツ
バ
チ
の
到
着

翌
日

2
週
間
の
お
休
み

1
回
目
の
え
さ
や
り

2
回
目
の
え
さ
や
り

2
週
間
の
お
休
み

こ
の
く
り
返
し
で
す

◎期間が長くなると蜂
が減り、食べる量も
減るので回数が進ん
だら、えさの量を調
整して減らしても大
丈夫です。
　この方法は蜂減りを
防ぎますので、ご確
認をお願いします。

3
回
目
の
え
さ
や
り

１週間で与え、
なくならない場
合は下げる

この間は何も与
えない

１週間で与え、
なくならない場
合は下げる

この間は何も与
えない

１週間で与え、
なくならない場
合は下げる

蜂がエサに
気づかない時は
夜、入り口にこぼして
近くにあることを
教えてあげましょう。

※残ったエサは、7日めの夜、入り口より流し込んでください。多く残る場合は、次回、量を減らしてください。

※時期によって、エサの量を調整します。暖かい時は多めで、寒い時は少なめに

ハウスで交配用にミツバチをご利用の方へ

ミツバチが到着したらすぐに行ってください。(但し、1.5枚〔無王群〕は夜暗くなってから開けますのでご注意ください｡)
※初めての方や、開けるのがこわい方は、昼間は日かげの涼しい場所に保管し、夜、まっくらになったら入口を開けてください｡
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　平成24年11月に養蜂振興法が改正されました。年間を通してミツバチの飼育をする方には飼育届を提出
する義務があります。届け出先は、飼育している場所の各都道府県の中の地区の家畜衛生保健所となりま
す。違法をしますと10万円以下の罰金制度があります。
　ミツバチを花粉交配目的だけで、一時的に受粉などに使用する方は届け出の必要はありません。

１年を通してミツバチの飼育をする場合には
各都道府県に飼育届を提出する義務があります。

　イチゴ、メロン、スイカやきゅうり、なすなど
様々な農作物の花粉交配目的で一時的に受粉等に
ミツバチを使用する方
※受粉後、継続して飼うことになった場合には、届出
が必要です。

届けを提出しなくてもよい

【飼育届の提出が必要な方】
　蜂の飼育届は、ミツバチを育て養蜂を始められた方、趣味や職業で蜂蜜を採取する方、又は、農作物

の花粉交配（受粉）に使用するために、年間を通して蜂を育てている方が提出する書類です。

　蜂を置いている地区の家畜衛生保健所（各都道府県に有ります｡）に、書類の提出をお願いします。飼

育している蜂の群数分を記載して提出が必要です。飼育届の提出は、養蜂振興法により義務付けられて

います。

【腐蛆(フソ)病検査証明書の発行】
　弊社のミツバチは、定期的に腐蛆(フソ)病検査を受けて出荷をしています。お客様のお名前での腐蛆

病検査証明書（移動証明）は、蜂の出荷後に、弊社の管轄の家畜衛生保健所へ依頼をして発行して頂い

ています。検査証明書が発行され弊社へ届きましたら、お客様へ郵送いたします。

・趣味や職業で蜂蜜を採る目的の方
・花粉交配をするために年間を通じてミツバチの
飼育をしている方

この場合は届け出が必要

◎ミツバチを育て(養蜂を)始めた方は、手続きをお願いいたします。

※この腐蛆病検査証明書（移動証明）は、県をまたいでの移動の場合に発行される書類となります。
　その為、弊社より、同じ埼玉県内のお客様へのお渡しの分には発行されません。

届出先は、都道府県庁、又は、検索する場合は家畜衛生
保健所を調べて問合せをします。地区毎に、担当の家畜
衛生保健所が有るので、各自提出となります。
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項目 内容 選び方 おすすめ商品

養蜂書 養蜂に関する書籍 初心者向けの年間の作業のわかる養蜂書、
と図鑑を併用してみるとわかりやすい。

ミツバチ 角田公次著
ミツバチの飼い方 干場英弘著
養蜂大全 松本文男著

燻煙器 蜂に煙をかけて静め
る道具

毎回、蜂に煙をかけてから内検などをするの
で必需品です。繰り返し使うので丈夫なもの
がよい。

燻煙器ステンレス製（台湾）
燻煙器煙大量型ステンレス(中国)

給餌器 蜂にエサを与える道
具

養蜂で蜂の飼育をする場合は、巣箱の中で
エサを与えた方が、他の群からエサを取られ
にくい。

枠式給餌器（ベニヤ製・プラスチック製）

面布 顔の周辺を守るアミ

面布は種類が多い。蜂がアミに入ると怖い
と思う人は、すっぽり服を着るような商品を、
選ぶとアミの中に蜂が入りにくい。蜂のそば
で着用しないで、室内で面布を着てから外に
出るとよい。

ヤッケタイプ面布（白タイプ）
メッシュ面布

ブラシ 巣枠についた蜂を
優しく払う

蜂は優しく払うのが好ましいので、毛の柔ら
かいブラシを使うとよい。蜂に直接、触れるの
で消耗品と考え、ブラシはマメに交換した方
がよい。

ブラシ１行
白毛ブラシ２行

ツール 巣箱に付いた
ヤニ等の掃除

ツールは自分の手の大きさ等に合わせて長
さや幅を選ぶとよい。

ツールロング
ツールショート

手袋 手に合うサイズの
手袋

ゴム製や布製多種あるが、手の大きさに
合った長めの厚地がよい。 ゴム手袋

巣箱 用途に応じて、
大きさを選ぶ

作物の受粉用には７枚型のご利用が多い。
蜜採り（蜂蜜の採取）には、（基本の下の
段）定転兼用巣箱（１０枚型）に、（上の段）
継箱を乗せて、蜂を増やしている。
注意：上下の箱は、会社によって、板の厚み
や横幅が違うので、重ならないです。巣箱は
同じ会社より、上下共に、ご購入される事を
お薦めします。

● 花粉交配用に＝７枚型輸送箱
● 蜜採り・飼育用に＝（基本の下の段）

定転兼用巣箱（１０枚型）と（上に乗せ
る）継箱（窓付き・窓なし）を利用。

● 蜜を採る場合は、下の段に女王を置
き、子育てをさせて、上の段には、蜜だけ
を貯めさせている。その際は、隔王板を
上下の箱の間に挟み、女王を上に昇
れないようにしている。

巣枠 スソを張った巣枠、
巣盛り済のスヒ

よく増える春（蜜の入る時期）などは、スソか
ら巣を盛らせても早く作れる。
逆に、蜜が出ていない時期は、なかなか巣を
作れないので、時期を見て一から作らせる

（スソ）か、出来たもの（スヒ）を使うかを判断
する。

● 子育てを急ぎたい場合は、半分まで巣
が出来ている半完成品スヒが適してい
ます。

● スソ付完成巣枠については、一から巣
を盛り上げるので、春や秋の２５℃以上
で、花があり、蜜や花粉が大量に入る
時期によく巣盛りをします。

● 但し、初めてスソを盛った巣は、巣が柔
らかいので蜜を絞ると壊れやすい。

●初めて養蜂の道具をお求めになる方へ参考まで選び方をまとめました。
　養蜂を始める時は、蜂を飼育する前に、ミツバチについて理解を深めてみましょう。
　まずは、養蜂書や図鑑を使って確認したり、参考になる書類を確認したり、同じ地域で養蜂をすでにされてい
る方にお話を伺うなどして、飼育の１年の流れをつかんでから、実際の飼育を始められるといいと思います。
　そして、時期としては、早春から始められることをお薦めします。蜂が増えていくのを楽しみに感じながら進め
て行くことが出来ます。養蜂をするには道具が必要になります。初期段階で必要な道具をまとめました。蜂が増
えて来ればほかの商品も必要になって来ますが、初期段階でのほんの一例ですが、ご確認頂けると幸いです。
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価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。
価格は、税別価格と、（　）内に税込価格を表示しています。１個辺りの単価は、税込価格を記載しています。

(おすすめ)マークは、弊社でよく使っている物です。

奥行（厚み）が５cmあるの
で、量は３Ｌの大容量

●組み立て方
①　アミ状態の部品を

先に入れる。
②　その次に、四角い穴

が２つ付いたフタを
取り付ける。

NEW

商品No. 品　名 価　格 郵送可 発送：１梱包の場合

03-0102 ビーハッチャー　１個 400円（440円 税込） ６個迄 ７個～２０個＝送料M
２１個～８０個＝送料Ｌ

03-0116 ビーハッチャー４０個セット 14,030円（15,433円 税込） × ４０個×２段＝８０個迄
１梱包＝送料Ｌ

●ミツバチ用エサ（糖液）
一斗缶24ｋｇ入り（果糖・ブドウ糖・水分）

●代用花粉ビーハッチャー　250ｇパック入り。冷暗所で保存し、約１年使用可能。

●枠式給餌器（ベニヤ製・国産） ●プラスチック枠式給餌器（中国製）

●自動給餌器

養蜂の基本の必需品。年間通して蜂の飼育
をされる方の給餌に。

３Ｌの大容量　組立式のプラスチック製
サイズ
上桟48cm　下桟42.3cm　高さ22.3cm　厚み5cm
※注意　
この商品は、厚み(奥行き)が、５cmあり、ベニヤ製の
枠式給餌器よりも場所を取ります。巣箱に入る、巣枠
の数が１枚少なくなりますので、ご注意ください。

巣門（ミツバチの入り口）へ、
直接差し込むタイプの給餌器です。

自動給餌器 初心者向き

枠式給餌器

■　液体なので、そのまま使えます。
■　冬季には、結晶することがありますが品質に問題はありません。
■　缶ごとお湯につけたりして温めれば使えます。
■　この一斗缶のエサは重量があり、他の商品を貼り付けて送る事は

出来ません。
■　一斗缶のみでの発送となります。

■　ミツバチが足に花粉をつけて来ない時期や、花粉が足りなくなった時に与えると良いです｡
■　早春の蜂勢維持にも良く、冬場のイチゴの受粉期には月１回与えるペースが良いです。
■　パックに張り付いているので、巣枠の上に、下向きにして置くだけで与えられる。
■　日本ミツバチの方はパックごと包丁などでカットして、小さくして与えている方が多いです｡
■　数が少ない６個までの発送は、お安い郵便の封書便でお送りしています。
■　数が多い場合は、40個セットを２段重ねして、80個までを１梱包で送れます。

入口から差し込む、又は、入口の手前に置いて使用
参考：ペットボトルは手持ちの市販の280㎖を使用

容量：２Ｌ　ベニヤ製
サイズ　上桟48cm　下桟
高さ24㎝　厚み3.4cm
養蜂の基本の枠式給餌器です。巣枠と同
じサイズのベニヤ製給餌器で、蜂がすべり
にくいです。水を与える時には、使用不可で
す。粘性のある糖液（蜂のエサ）を与える
道具です。又、分割板の代わりにもなりま
す。

差し込むと、巣門の一部をふさいでしまう為、蜂の出入りする量が多い場合は、邪魔
になるので、ご使用に向きません。ミツバチの出入りする量をよく確認しながらのご
利用をお願いします。

角型 丸型 給水口

商品No. 品　名 口高さ 価　格 郵送
０３-0142 自動給餌器・角形０.9Ｌ 8mm 900円（990円 税込） ×
０３-0130 自動給餌器・丸型0.4Ｌ 10mm 300円（330円 税込） ×
０３-0131 ペットボトル使用給水口 9mm 140円（154円 税込）１０個まで

商品No. 品　名 価　格
０３-0111 枠式給餌器（ベニヤ製） 1,490円（1,639円税込）

商品No. 品　名 価　格
０３-0101 ミツバチ用エサ（糖液） 5,970円（6,567円税込）

商品No. 品　名 価　格

０３-0151 プラスチック枠式給餌器
（中国製）

1,150円
（1,265円税込）

(丸型)冷えて固くなり、
はめ 込 みづらい 場 合
は、温風を当てる等して
温めて柔らかくしてか
ら、はめ込みます。
(丸型・ペット給水口)
7枚輸送箱、ベニヤ箱の
口には入りにくい為、斜
めからグッと押し込む
か、前に置いて使う。

エサの作り方
エサは、砂糖１に対し
て、お湯１の1対1の割
合で溶かして作ります。

1梱包＝1個迄

1梱包＝20個迄

1梱包＝30個迄

おすすめ

おすすめ

おすすめ

NEW
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価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。
価格は、税別価格と、（　）内に税込価格を表示しています。１個辺りの単価は、税込価格を記載しています。

(おすすめ)マークは、弊社でよく使っている物です。

　※この麻袋は、カカオ豆の輸入の際にすでに使用された物です。中古品の為、お安いのですが、汚れた箇所や
破れた箇所などがありますので、ご了承ください。

ソ連式面布の布部分は、端切れが使用されて
います。その都度、多種の柄で入荷します。そ
の為、柄は選べませんので、ご了承ください。

頭から足の先までつながっている面布です。ご自分の身長を目安に選んでください。

極細アミラン

●肩から上のアミだけの面
めん ぷ 

布
極細アミラン面布（国内製）
ご自分の小さいツバの帽子をかぶり、その上からかぶるアミ
※この商品は、製造が修了しているので、無くなり次第、販売が終了になります｡

① ② ③ ④ ⑤

商品No. 品　名 価　格

03-0402 極細アミラン 1,630円
（1,793円 税込）

●燻
くんえん き 

煙器

●麻
あさぶくろ

袋（中古品）　概算のサイズ　100ｃｍ×70ｃｍ

燻煙器は、けむりをかけて、蜂を
おとなしくさせる道具なので、必
需品です。
届いた蜂の入り口を開ける時に
も使っていただくといいと思いま
す。
燃やす物は天然素材の物を使っ
てください。麻袋を持っていると
便利です。

カカオ豆が入っていた麻袋（中古品）です。細かく切って燻煙器の燃やす材料に。巣箱のフタのサイズに切って、巣
枠の上にかけるとフタの裏にムダな巣を作って開かなくなるのを防ぎます。冬季には保温材としてもお薦めです｡

商品No. 品　名 単位 価　格
０３-0416 麻袋（中古品） １枚 190円（209円 税込）

商品No. 品　名 生産 価　格 強度 内　容
03-0412 ①燻煙器ステンレス製 台湾 9,920円（10,912円税込） ◎ 本体が丈夫、使用頻度の多い方にお薦め
03-0441 ②燻煙器煙大量型ステンレス 中国 4,200円（4,620円税込） 〇 煙が大量に出て丈夫。
03-0434 ③燻煙器ガード付ステンレス 中国 2,500円（2,750円税込） △ 使用頻度少なめな農家様にお薦め。
03-0455 ④ミニ燻煙器　銅製 中国 7,200円（7,920円税込） ○ 背の低い、小さいタイプの銅製燻煙器
03-0456 ⑤燻煙器　取替用ふいご 中国 900円（990円税込） ○ お取り替え用のふいご

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

1梱包＝20枚まで可

NEW

NEW NEW

NEW

①ソ連式面布（布製） ②カーボーイ面布 ③帽子付白タイプ（布製）

●帽
ぼ う し つ き

子付面
めん ぷ 

布
帽子とアミが一体となっていて
肩の上の部分の面布

商品No. 品　名 生産 価　格 内　容 強度
03-0405 ①ソ連式面布(布製) 国内 3,350円（3,685円税込）帽子のツバからアミを下げて顔を出せる ○
03-0406 ②カーボーイ面布 中国 1,400円（1,540円税込）麦わら帽子をアミが一体となった面布 ○
03-0475 ③帽子付白タイプ（布製） 中国 1,400円（1,540円税込）白い布製帽子で通気性が良い面布 ○

おすすめ

おすすめ

モデルはＬ
サイズを着
用していま
す。
身長173cm｡
普段はLLサ
イズの服を
着 て い ま
す。

●頭から足首まで一体型の面布
つなぎタイプ面布（中国製） NEW

商品No. 品　名 価格 生産 身長（cm）
03-0450 つなぎタイプ面布(Ｍサイズ) 3,300円（3,630円税込） 中国 155～165
03-0451 つなぎタイプ面布(Ｌサイズ) 3,300円（3,630円税込） 中国 165～175
03-0452 つなぎタイプ面布(ＬＬサイズ) 3,300円（3,630円税込） 中国 175～185

NEW
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ヤッケタイプは、フリーサイズのみです。上記のモデ
ルは、通常、Ｌサイズの服を着ています。
ヤッケタイプの迷彩柄の模様は、毎年、若干の違い
があります。ご了承ください。

①白タイプ ②迷彩タイプ ③顔全体・迷彩

●上半身一体型の面
めん ぷ 

布　つながっていて着るだけで簡単。一番人気の商品です。

●手袋・手腕袋

ヤッケタイプ面布 （中国製）

メッシュ面布 （中国製）

薄い布地で通気良好。顔の下の部分にファスナー付きで開閉できる。
おしりまでつながっていて、蜂が入りにくい。面布の中では一番人気の商品。
顔全体アミタイプに迷彩柄も登場。お安いのですが、ファスナー内の縫製が若干弱いです。

●おすすめのポイント
弊社の社員が１年間、お試しで着ていました。軽くて
風通しが良いです。ヤッケタイプよりも涼しい着心地
です。雨の日にカッパの上から着ても、水分が染み込
みにくいので便利です。

●難点と思うポイント
ファスナー部分が弱くて壊れやすいため、ファスナー
の端を、２箇所、留め具を弊社で取り付けて、補強して
います。（留め具はつまみを上げて外すと、他の場所に
動かせます。）
メッシュ生地のため、小枝などに引っ掛かりやすく、そ
の時は破れることもあります。

メッシュ面布のモデル
は、普段、LLサイズの
服を着ています。写真
の面布は、Ｌサイズを
着ています。

※手腕袋は、在庫が無くなり次第、販売が終了となります｡

①②ロングタイプのゴム手袋
③手部分：皮、手首から腕：メッシュ
　腕から肘：布になっている
④親指を差し込み、4本の指
　は外へ出る

上半身一体型に新たな面布です。メッシュ生地を使用し、通
気性が良い商品です。いくつか難点もありますが、おすすめ
の商品です。

商品No. 品　名 価　格 強度

０３-0433 ①白タイプ 1,100円
（1,210円 税込） ◯

０３-0435 ②迷彩柄タイプ 1,100円
（1,210円 税込） ◯

０３-0410 ③顔全体アミ（迷彩柄） 1,100円
（1,210円税込） ◯

商品No. 品　名 価　格 生産

０３-0610 ①ゴム手袋
　Lサイズ

520円
（572円税込） 国内

０３-0690 ②ゴム手袋
　LLサイズ

520円
（572円税込） 国内

０３-0621 ③メッシュ長手袋 1,110円
（1,221円税込） 中国

０３-0691 ④手腕袋 1,510円
（1,661円 税込） 国内

おすすめ

おすすめ

商品No. 品　名 価　格 強度
03-0476 メッシュ面布　Ｍサイズ 1,950円（2,145円税込） ○
03-0477 メッシュ面布　Ｌサイズ 1,950円（2,145円税込） ○
03-0478 メッシュ面布　ＬＬサイズ 1,950円（2,145円税込） ○

おすすめ

① ③

④

おすすめ

NEW

おすすめ

②
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ブラシは、直接ミツバチに触れますので、こまめにお取り替えされることをお薦めします。

※ツール①～③の国内産については、現在、製造が修了しているため、在庫が無くなり次第、販売が終了になります｡

●ブラシ　柔らかな毛で巣から蜂を払い落とす時の必需品

●ツール　巣枠につくヤニ取りなどに使う。短い物は掃除に使いやすく、長い物はヤニを取りやすい。

商品No. 品　名 価　格 生産
03-0601 ①ブラシ１行 1,477円（1,624円税込） 国産
03-0602 ②ブラシ２行 1,646円（1,810円税込） 国産
03-0603 ③ブラシ１行ツール付 1,730円（1,903円税込） 国産
03-0604 ④ブラシ２行ツール付 1,950円（2,145円税込） 国産
03-0695 ⑤白毛ブラシ2行 500円（550円税込） 中国

商品No. 品　名 価　格 生産
03-0605 ①ツール並 1,700円（1,870円税込） 国内
03-0606 ②ツールステンレス 2,290円（2,519円税込） 国内
03-0607 ③ツール幅広 3,040円（3,344円税込） 国内
03-0693 ④ツールロング 900円（990円税込） 中国
03-0651 ⑤ツールショート 900円（990円税込） 中国

商品No. 品　名 価　格 生産
03-0652 ⑥フック付きツール 900円（990円税込） 中国
03-0653 ⑦マルチツール 2,000円（2,200円税込） 中国
03-0654 ⑧万能ハンマー 1,980円（2,178円税込） 中国
03-0711 ⑨枠つかみ 900円（990円税込） 中国

① ② ③ ④ ⑤

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ おすすめ
①

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

② ③ ④ ⑤

NEW

NEW

NEW NEW

●巣
す そ

礎 スソは香りが肝心です。ロウの香りが無いと蜂は巣盛りしないで、かじりついて壊します。
スソはその辺に放置してしまうと香りが飛びやすいので、使わない物は、空気に当てず、
密封します。置き場所は、涼しくて、平らな場所で保管をしてください。

●中
ちゅうごくすそ

国巣礎

●台
たいわん

湾巣
す そ

礎

●日本蜂巣
す そ

礎

商品No. 数　量 価　格 １　枚
03-0721 1枚 250円（275円 税込） 275円
03-0722 ２５枚セット 5,500円（6,050円 税込） 242円
03-0723 ５０枚セット 9,000円（9,900円 税込） 198円
03-0724 ２００枚セット 31,680円（34,848円税込） 172円

商品No. 数　量 価　格 １　枚
03-0830 １枚 216円（237円 税込） 237円
03-0891 ２５枚セット 5,100円（5,610円 税込） 224円
03-0832 ５０枚セット 8,640円（9,504円 税込） 190円
03-0835 ２００枚セット 30,000円（33,000円 税込） 165円

商品No. 数　量 価　格 １　枚
03-0809 1枚 350円（385円 税込） 385円
03-0810 ２５枚セット 8,000円（8,800円 税込） 352円

サイズ41.8㎝×20.6㎝
厚み3ｍｍ

サイズ41㎝×20㎝
厚み２ｍｍ

サイズ41.4㎝×20.1㎝
厚み2ｍｍ

台湾製　高温殺菌で安心して使えます。厚みは２ｍｍでマムロ巣礎とほぼ同じ。

中国製　厚みがあり丈夫。補強用の細い針金も縦に５本入っています。厚
みがあり、枠の溝に入りづらい時は金槌等で端をたたいてつぶしてくださ
い。スソを張る時は針金の無い方を上になるように注意して張ります。

台湾製　日本蜂用に模様が小さくなっています。

※巣枠は別売りです。

1梱包＝200枚迄

1梱包＝200枚迄

1梱包＝200枚迄
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中国製。中国にて加工。えさ（砂糖液）を与え半分まで蜂
が盛ったスヒ。蜜を採る場合は、砂糖液（えさ）が残って
いるので、蜂が巣を全部盛った後に、１回キレイに絞って
空にしてから、採蜜用にご使用ください。

●半完成巣ヒ枠は、繁殖期の子育てに向いています。蜜採りには、一度絞ってからの利用になります。
　半完成スヒ枠は、蜂がすでに、半分まで巣を盛り上げてある商品です。その為、スソを最初から盛り上げさせるよりも
繁殖期の子育てをしている下の段（定転兼用巣箱）で、使用すると早く蜂が増えていきます。半完成スヒ枠は、エサ（砂糖液）
を与えて、巣を盛らせた物なので、巣の中にそのエサが残っていて子育てに向いています。
　その反対に、エサが残っている為、蜜を貯めさせる上の段（継箱）に使用するのには、向いていません。蜜とエサが混ざってし
まうので、純粋な蜜にならないからです。上の段（継箱）で使用する場合、貯まった蜜は、掃除蜜（一度、キレイに絞って空にす
る）をしてからご利用をお願いします。掃除蜜で絞った物は次の蜂のエサとしてご利用ください。

●スソ付完成巣枠が活用出来る時期と保管について
　ミツバチが、スソをよく盛り上げるのは、蜜源植物が近くで多く咲き、気温が25℃以上になり、蜜や花粉を豊富に巣へ運べる
時期です。そういう時期には、すぐにスソを盛り上げます。逆に、気温が低く花の無い時期には、蜂が望んでいないので巣を盛
り上げません。そういう時期には、エサ（砂糖液）と代用花粉などを補充しないとなかなか盛らないです。
　スソは、暑いと溶けてしまうのと、ロウの香りが飛んで無くなってしまうとかじりついて壊してしまい、巣を盛り上げないので、
保管しておく場合は、風などが当たらないように、箱に入れて涼しい場所にしまっておいてください。

直射日光を避けて日陰で涼しい場所で保管します。未使用のスソは
空気に当てないようにして密封し香りが飛ばないようにしてください。●スソ付完成巣枠

●組立済み巣枠

●半完成巣ヒ枠

●スソ付完成巣枠（中国製）ホ式

中国製。40個迄１梱包。
スソが張ってある巣枠です。そのまますぐに使用可能な巣枠。
スソは香りが無くなると巣を作らなくなる。保管は空気に当て
ずに暗くて涼しい場所で保管。長期保存はお薦めしません。

商品No. 数　量 価　格 １個辺り
０３－０９６５ １個 ４２５円（４６７円税込） ４６７円
０３－０９６６ ２０個セット ７，２００円（７，９２０円税込） ３９６円

●半完成スヒ ラ式コマ付（中国製）

商品No. 数　量 価　格 １個辺り
０３－０８５６ １個 １，２００円（１，３２０円税込）1,320円
０３－０８５７ ７個セット ７，３５０円（８，０８５円税込）1,155円
０３－０８９２ １４個セット １４，０００円（１５，４００円税込）1,100円

●組立済み巣枠（ホ式）
商品No. 数　量 価　格 １個辺り

０３－０９０９ １個 ４４０円（４８４円税込） ４８４円
０３－０９１１ ２０個セット ７，９２０円（８，７１２円税込） ４３５円

おすすめ

おすすめ

国内製。40個迄１梱包。
この巣枠は、組み立て済みで、針金まで張ってあります。
スソや埋線器は、別売り。Ｐ13を参照

※巣枠にスソが張ってあり、そのまま使用可能です。

※組み立てた巣枠に針金が張ってあります。スソは別売り。

※半分まで巣盛りしています。

1梱包＝40個迄

1梱包＝14個迄

1梱包＝40個迄

期間限定の販売：３月初旬より販売予定、売り切れ次第終了。
(人気商品のため、昨年は４月中には、完売しています。お早目にご利用ください。)

限定数量での販売です。在庫、わずかの為、購入前にご確認ください。
売切れ次第、今年の販売は終了。
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●巣枠作成の材料各種

●巣枠作成の部品

クギはホームセンター等で2.5㎝以上の物を用意してください。
針金、はと目、三角コマは別売りです。

②は、ラ式解体巣枠についています。
⑥は、№23のタイプです。

①

①ホフマン式巣枠材料 ②ラ式巣枠材料（山金具付き）

② ③

③

④

④

⑤ ⑥

スソ張りの様子（電気ローラー式埋線器）

（例）電気ローラー式埋線器でスソを張ろう
－�用意するもの－　�

電気ローラー式埋線器、組立済みの巣枠、スソ、埋線台
①　 巣枠のみぞにスソを差し込みます。 

（その時は、針金より下に差し込み、上に針金が出ている状態で）
②　 差し込んだら、それを、埋線台の上に乗せます。
③　 電気ローラーをコンセントに差し込み、温まってから始めます。
④　 針金の上に埋線器のローラーの部分を合わせて、素早くサッと 

転がして、全部の針金をなぞって行くと完成です。 
（押し込み過ぎると、スソは薄いロウの板なので溶けます！）

※下に埋線台を敷いて、
　その上に乗せています。

巣枠材料はセット売りのみです。1梱包＝100個迄

商品No. 品　名 価　格

03-1025 ①ラ式平金具　１００本組 2,076円（2,283円税込）

03-1002 ②ラ式山金具　100本組 2,400円（2,640円税込）

03-1005 ③はと目押込棒 890円（979円税込）

03-1001 ④はと目100枠分 780円（858円税込）

03-1033 ⑤プラ三角コマ　50個 750円（825円税込）

03-1003 ⑤プラ三角コマ　200個 2,800円（3,080円税込）

03-1004 ⑤プラ三角コマ1000個 8,000円（8,800円税込）

03-1006 ⑥巣枠用針金100枠分 1,500円（1,650円税込）

商品No. 品　名 価　格 １個 内　容

03-0930 ①ホフマン式巣枠材料２５個セット 4,675円
（5,142円税込） 205円 縦の材料の切込みにはめ込み釘打ちする

03-0904 ①ホフマン式巣枠材料１００個セット 15,070円
（16,577円税込） 165円 同上

03-0931 ②ラ式巣枠材料(山金具付)２５個セット 5,025円
（5,527円税込） 221円 材料に釘打ち後、金具を巻き付ける

03-0908 ②ラ式巣枠材料（山金具付）１００個セット 17,000円
（18,700円税込） 187円 同上

03-1021 ③スソ張り用品　電気ローラー式埋線器 5,100円
（5,610円税込） 巣枠の針金の上をローラーで転がしてスソを張る

03-1024 ④スソ張り用品　埋線台 1,080円
（1,188円税込） スソ張りの際、枠の下に置いて使う台
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①定転兼用巣箱 ②継
つぎばこ

箱（窓付き） ③継
つぎばこ

箱（窓無し）

④７枚型輸送箱 ⑤完成品　ベニヤ箱

商品No. 品　名 巣枠数 板厚 価　格 内径サイズcm 1梱包で可能な数
（空箱の状態）

03-1204 ①完成品　定転兼用巣箱
（10枚型） 10枚用 1.5cm 7,900円

（8,690円税込）
W37.6×d46.6×
h25.3

同商品、1個。２個はサイズが大きくて不可。
又は、定箱と継箱1ずつを重ねて１梱包

03-1205 ②完成品　継箱（窓付き） 10枚用 1.5cm 5,300円
（5,830円税込）

W37.6×d46.6×
h25.3

同商品を３個。
又は、定箱と継箱１ずつを重ねて１梱包

03-1206 ③完成品　継箱（窓無し） 10枚用 1.5cm 4,800円
（5,280円税込）

W37.6×d46.6×
h25.3

同商品を３個。
又は、定箱と継箱１ずつを重ねて１梱包。

03-1201 ④完成品　７枚型輸送箱 7枚用 1.2cm 6,220円
（6,842円税込）

W29.0×d47.4×
h25.0 ２個まで１梱包。

03-1207 ⑤完成品　ベニヤ小箱 4枚用 0.4cm 4,170円
（4,587円税込）

W17.5×d47.0×
h25.0 ４個まで１梱包。

●完成品巣箱（空箱）

巣箱の発送については、重さもありますので、基本は空の状態でのお送りとなります。
軽い物以外は、同梱は出来ませんので、予め、ご了承ください。

【養蜂の巣箱を購入する際の注意事項】
※上下の箱（定転兼用巣箱と継箱）は、同じ会社より購入しましょう。
①定転兼用巣箱（下の段）で、②又は③の継箱（上の段）を上に乗せて、1つの群として、ミツバチを増やしていく飼育用の巣箱（採蜜

用）になっています。基本は、下の段で子育てをして、上の段に蜜を貯めさせる巣箱です。
　この上下の巣箱ですが、会社によって、板の厚みや巣箱の横幅等の違いが有ります。上と下が、違う会社の巣箱ですと、重ならない

ケースが殆どです。その為、弊社で定転兼用巣箱を購入された履歴の無いお客様には、継箱からの購入はお薦めしていません。飼
育の巣箱は、同じ会社の商品で上下共に、購入されることをお薦めします。

④７枚型輸送箱は、主に移動や輸送される場合の巣箱です。花粉交配の為に、蜂を飼育されている方がよくご使用の巣箱です。
⑤ベニヤ箱も、主に短期間の花粉交配用に蜂をご利用の方がご使用されている箱です。小さいので道具入れにされる方も多いです。
※①～④までの木の巣箱は、外側のみに防腐剤を塗ると長持ちします。陰干しで半年位して、匂いが飛んでから使用してください。
※蜂が居なくなった巣箱は、早々に、中の巣枠を取り除き、水洗いして陰干しして保存すると巣虫（ガの幼虫）がわきません。

●完成品巣箱のサワラ材の不足について
　今まで、完成品巣箱の場合は、定転兼用巣箱と継
箱は、サワラ材を使用した物を販売していました。
　近年、サワラ材が不足しており、今年は、途中か
ら、全く同じ形の巣箱ですが、普段、7枚型輸送箱で
使用している杉材に変更になる事があります。ご了
承ください。
　価格は、下記に掲載の価格と同じになります。
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自分で組み立てる巣箱の材料キットのご説明
①	 この巣箱キットは、セット販売のみのため、バラ売りはありません。ご了承ください。
②	 組み立て方法は、説明書が同梱されています。その巣箱に合う長さのクギを購入してください。
③	 金づちや、ドリルなどをご準備されてから、組み立てを始めてください。
④	 窓となる金アミは、取り付けてあります。
⑤	 初めて巣箱を作成する方は、あらかじめ、見本となる出来上がった養蜂の巣箱をご準備いただき、
それを見ながら作成していただくと、巣箱の仕組みがわかりますので、いいと思います。見本が無
いと、作るのが難しいと思います。ご注意ください。

商品No. 品　名 価　格 １個 釘長さ
ｍｍ 1梱包

０３-1281 杉材　定転兼用巣箱キット（3箱分） 21,500円
（23,650円税込） 4,730円 45～48

この巣箱の組立
用キットは、共通で
１セット＝１梱包で
す。他の商品は、
同梱は不可となり
ます。

03-1282 杉材　継箱（窓付き）キット（5箱分） 23,020円
（25,322円税込） 5,064円 45～48

03-1283 杉材　継箱（窓無し）キット（5箱分） 20,880円
（22,968円税込） 4,593円 45～48

03-1280 杉材　7枚型輸送箱キット（5箱分） 20,880円
（22,968円税込） 4,593円 32～35

例　定転兼用巣箱キット

●組立用巣箱キット ※巣箱キットを保存する時は、そのままですと木が反ってくる場合があります。
　材料の上に重いものを乗せて保管してください。

上記の巣箱キットは、全て、１セット＝１梱包となります。他の商品は一緒にお送り出来ませんので、ご了承ください。
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●ダニチェック
商品No. 品　名 価　格

03-1654 ダニチェック 1,300円（1,430円税込）ミツバチに取りついているダニがどの
くらい居るのか確認してみましょう。

●ダニチェック
（用意するもの）
１．洗浄液（例：ウィンドウォッシャー液、アルコール消毒液（アルコール：水=１：４））
２．防護服、手袋（蜂が騒ぎます）
（使い方）
１. かごの底まで洗浄液を入れる
２．サンプルの蜂をかごの目安ラインまで入れる　！女王バチを入れないように注意！
３．洗浄液をかごいっぱいまで入れて、ふたをする
４．60秒間上下左右や円を描くように優しく振り、ダニを分離させる
５．容器の底からダニの数を確認する

ダニ感染率(%) ＝ （落ちたダニの数÷サンプル蜂の数）×１００
！ダニ感染率が３％を超えた場合、直ちに処置が必要です！
例：サンプル蜂300匹の場合
落ちたダニの数が10匹
ダニ感染率　＝　10÷300×100 = 3.333 ≧ 3 　➡直ちに処置が必要

NEW

隔王板そうじ器隔王板 分割板（合板）
トタン入口（取付巣門）
※7枚型輸送箱専用

刃の拡大

●隔王板・分割版・隔王板そうじ器・トタン入口（取付巣門）

商品No. 品　名 生産 価　格 サイズ（ｃｍ） 使用方法

03-1251 隔王板 台湾 2,960円（3,256円税込）幅49.6×縦40.5　アミ幅4.6

定転兼用巣箱と継箱を２段に重ねる際に、
上下の箱と箱の間に挟み、女王が上に上が
らないようにして、蜜採りを効率的に行えるよ
うにする。

03-1285 分割板(合板) 国内 1,200円（1,320円税込）持ち手横48×縦24.3
板の厚み1.0脇の厚み2.0

巣箱の中で縦に仕切り、ムダ巣を防いだり、
少ない蜂を端に寄せて内側に置き、低温にな
らないようにする。

03-1284 隔王板そうじ器 中国 900円（990円税込）全長21.5　刃の幅6.3 細かい目の隔王板のそうじをする道具

03-1258
トタン入口
（取付用巣門）
※７枚箱専用品

国内 305円（335円税込）幅19.0×縦2.1　厚み1.0
巣門の幅3.0

7枚型輸送箱専用の取り付け巣門。
付いているクギを打ち込むだけで取り付けら
れます。寒冷期に巣門の幅を小さくしたり、花
粉交配用の蜂の入口の開閉が楽に出来ま
す。
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価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。1個辺りの価格は、税込価格になります。価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。（おすすめ）マークは、弊社でよく使われている物です。

●設置する時の注意点
設置する場合、上記の写真のように下に小さな台
になるような物を置き、捕殺器の前が持ち上がるよ
うにして、ミツバチもスズメバチも捕殺器の中へ
入って行けるようにします。中で、ミツバチをくわえる
と、スズメバチは上へ上へと、舞い上がりたい習性
を持っています。その習性で上に付いている小さな
カゴに入り捕獲出来ます。上のカゴにはスライドの
ドアが付いているので、長い箸や長細いトングなど
でスズメバチを取り出します。

熊蜂捕殺器軽便式 粘着シート

ススメバチはお盆頃から晩秋の期間は要注意！
捕殺器軽便式と粘着シートと併用すると効果的。習性を利用して取る。

スズメバチがミツバチ
を咥えると上へ舞い
上がる習性を利用し
て上の籠に入ったの
を取る。

２～３匹の生きたスズメ
バチを粘着面につけて、
もがき臭いを出すと仲間
を集まる習性を利用して
次々と取ります。

大人気商品
７枚・１０枚型は可能。
ベニヤ箱は不可。

●熊
くまばち ほ さつ き けいびんしき

蜂捕殺器軽便式・粘着シート　夏からのスズメバチの襲来に備えておきましょう。

1梱包＝4個迄

※熊蜂補殺器、横から見た場合
下に、台になる小さな物を置いて前が上がるよう
に設置します。

●女
じょうおうばち

王蜂　女王蜂のみの販売は、６月初旬から秋の気温が下がるまでの販売期間となります。

弊社で作っている今年の新女王を販売いたします。イタリアン系交配種。
王カゴに、女王蜂と若い蜂を数匹入れて送ります。必ず女王が居ない状態が
24時間以上経ってから、導入をお願いします。古い女王がいると新しい女王
は殺されてしまいます。女王の更新等にお使いください。
６月初旬頃から、新女王の出来を見て、状況次第で発送を開始いたします。
ご注文の２日後発送よりお手配をしています。在庫を確認ください。

商品No. 品　名 数 価　格

01-0801 女王蜂 1匹 7,000円
（7,700円税込）

商品No. 品　名 価　格 内　容

03-0122 熊蜂捕殺器軽便式
（スズメバチ捕獲用）)

4,700円
（5,170円税込）

ｗ33.0、ｄ25.0、ｈ26.0
スズメバチの習性を利用してうまく捕獲が出来
る。４個までは１梱包で送付出来ます。

03-0124 粘着シート
（耐水・強力タイプ）

130円
（143円税込）

生きたままのオトリのスズメバチを何匹かシートに張り
付けて、巣箱の上に置くと、仲間の蜂の匂いで次々張
り付きます。数多く飛んで来ている時には有効です。

おすすめ

おすすめ

●プラスチック雄蜂スソ枠　※ダニ駆除用。春の繁殖期専用。
■　ダニが寄生するのは、成虫に４割、幼虫・蛹に６割と言われます。
■　蜂の中でも、幼虫の期間が一番長い、雄（オス）の蜂の幼虫にダニが取りつきやすくなります。
■　この商品は、雄（オス）の蜂が盛んに増える、春の蜂の繁殖期に使用すると有効な商品になります。
■　蜜と花粉が豊富に集まり、蜂が増えている時に、オスの巣を盛り上げます。逆に、蜜と花粉が無ければ、巣盛りしません｡
■　夏から秋冬ですと、その条件が整わない場合が多くなりますので、雄（オス）の巣を盛らないことも多々あります。
■　蜂場の周辺の花や蜜の状況で判断してご使用ください。

雄蜂巣に好んで寄生するダニの
習性を利用したもの。採蜜時な
どダニ材が使用できない時に有
効です。
ダニ材と効果的に使い分けてく
ださい。

ダニ駆除用
プラスチック雄蜂スソ枠

● 使 用 方 法
①　標準箱で巣が満タンの場合、外側から2～3枚目位のところに入れます。外側過ぎると産卵がうまくいき

ません。
②　雄蜂巣がサナギの状態になり巣房に蓋がされたら(←大事なポイント)、雄巣枠を箱から取り出します。
③　冷凍庫に一晩入れ雄蜂・ダニともに凍死させます。
　　(冷蔵庫はハードルが高いのですが他によいアイデアがあればお試しください)
④　その後室温におき、蓋かき器で巣房の蓋を掻き開け、そのまま巣箱に戻し、働き蜂に雄蜂とダニの清掃

をさせます。
⑤　清掃が終わった雄蜂巣には再び女王が産卵を始めます。
⑥　これを繰り返して、ダニの寄生率を下げます。プラスチック製のため繰り返し使えます。（アメリカ製）

1梱包＝52枚迄

商品No. 品　名 枚数 価格 1個辺り
03-0870 プラスチック雄蜂スソ枠 1枚 900円（990円税込） 990円
03-0871 プラスチック雄蜂スソ枠52枚セット 52枚 42,700円（46,970円税込） 903円
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価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。

お取替用のみつ口 中国製
分離器用みつ口
No.０3-1493
上記の中国製分離器専用
のみつ口です。
プラスチックの為、予備と
して持っておかれるといい
と思います。

●採蜜用品 分離器、蜜こし、はちみつ瓶詰タンクは、使い終わったらそのまま放置せず熱湯で
よく蜜を洗い流して、干して乾燥させてからしまってください。

●固定２枚式分離器
（中国製・予備蜜口付き）

今年は、２種類の分離器が背の高さ
から、ほぼ同じくらいの分離器とな
りました。どちらも丈夫な造りです。
みつ口が一番壊れやすいので、最初
から、予備も１つ入れ、２つ入ってい
ます。

中国製　固定２枚式分離器の注意点
① 中国製の分離器は、毎年、若干の変更箇所があります。前年と全く同じという商品は

入って来ませんので、ご了承ください。
② この分離器は、足や蜜口などは、取りつけてありませんので、ご自身でお取り付けを

お願いします。
③ 蜜口の取り付け位置が、一番下では無く、数cm上についているので、最後は、タンク

を横にして蜜を出してください。
④ タンク、中の本体、部品など、丈夫な造りですが、梱包の段ボールが粗悪なので、多少

の傷はご了承ください。

固定２枚式分離器（A）

直径　40ｃｍ

全長　112ｃｍ

タンク部分高さ　62ｃｍ

タンク下部分　38ｃｍ

固定２枚式分離器（B）

直径　40ｃｍ

全長　110ｃｍ

タンク部分高さ　60.5ｃｍ

タンク下部分　39ｃｍ

本体と部品に分かれて、入っています。
この分離器は、タンクを直に置いても使えます。足は必要に応じて取り付けてくだ
さい。
右のテープは、防水テープです。蜜口を取り付けたら、接続部分に巻き付けて使い
ます。

（A）タイプのみつ口

A B

（B）タイプのみつ口

NEW

NEW

商品No. 品　名 生産 価　格

03-1490 固定２枚式分離器（Ａ）（予備の蜜口付き） 中国 30,000円（33,000円税込）

03-1492 固定２枚式分離器（Ｂ）（予備の蜜口付き） 中国 32,000円（35,200円税込）

03-1493 中国製分離器専用　取り替え用蜜口 中国 900円（990円税込）

NEW

固定２枚式分離器（Ａ）
（中国製・予備の蜜口付き）

固定２枚式分離器（Ｂ）
（中国製・予備の蜜口付き）
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価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。

①バケツ対応二重蜜こし
枠の長さ３２ｃｍ　本体の直径２４ｃｍ　本体の高さ１０ｃｍ

●蜜こし　分離器などで蜜を絞り、その後に、その蜜をこしアミを通して、細かな浮遊物を取り除きます。

②円すいネット蜜こし
直径３３㎝　先端迄３９㎝

③プラスチック角型蜜こし
直径29.3ｃｍ×29.3ｃｍ
先端迄14㎝　アミ1枚

②の使用例（直径35ｃｍ）
容器は食品対応表示の
バケツ等を使用。

③の使用例　直径35㎝
のバケツに乗せると少し斜
めになる位。食品対応のバ
ケツをご利用ください。

①の使用例（直径３５ｃｍ）
アミを重ねて、容器は食品
対応表示のバケツ等を使
用。

商品No. 品　名 価格 生産 1梱包の内容数

03-1557 ①バケツ対応二重蜜こし 3,100円
（3,410円税込） 中国 バケツに乗せて使用します。食品対応の３５㎝

のバケツでご使用下さい。

03-1556 ②円すいネット蜜こし 500円
（550円税込） 中国 細かい目になっており、小さい浮遊物を取るの

に役立ちます。

03-1518 ③プラスチック角形蜜こし 2,900円
（3,190円税込） 中国 バケツに乗せて使用します。食品対応の３５㎝

のバケツでご使用下さい

■　蜜こしの使用は、分離器などで蜜を絞ってすぐ、まだ蜜が温かい状態のうちに蜜こしにかけてください。
■　花の種類によっては、冷めるとすぐに固まって（結晶する）来る種類もありますので、ご注意ください。
■　蜜こしで、取り切れなかった細かい浮遊物は、女性の新しいストッキングや、ガーゼなどの目の細かい布類に蜜を通して取り除

いてみてください。
■　使用後は、お湯を使って蜜をよく洗い流して、よく乾燥させてからしまってください。

NEW ●ご注文される前にご確認ください。
■　イメージは、普通のバケツに蜜口を取り付けてタンクにしたという内容

の商品です。
■　一般的なバケツに付く、持ち手がついています。
■　こしアミは、付属されていません。
■　タンクに、はちみつを入れる前に、蜜こしやガーゼ等で細かい浮遊物を

取り除いてください。

●バケツ型プラスチックタンク
　（持ち手付き・中国製）

フタまでの高さ３９ｃｍ　直径３０ｃｍ

商品No. 品　名 価　格 生産

03-1461 バケツ型プラスチックタンク
（持ち手付き・中国製）

3,900円
（4,290円税込） 中国

おすすめ

おすすめ
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●パッカー瓶容器250ｇ ●ポリとんがり容器500ｇ●一斗缶（空容器）
セット売りのみです。 セット売りのみです。

●蜜刀・蜜ブタかき器

●養蜂書・図鑑・健康食品関連

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1梱包＝6個迄

商品No. 品　名 生産 価　格 長さ 刃 内容
03-1512 ①特製蜜刀(皮ケース) 国内 9,780円(10,758円税込) 35.0 両刃 刃の部分はそりがあり使いやすい
03-1552 ②ビングハム蜜刀 中国 900円（990円税込）40.5 両刃 こての形をした蜜刀
03-1560 ③ミニこて蜜刀 中国 900円（990円税込）34.0 両刃 こての形をした蜜刀
03-1553 ④ナイフ式蜜刀 中国 900円（990円税込）42.0 片刃 刃の部分がやわらかい
03-1515 ⑤蜜ブタかき器 中国 900円（990円税込）20.0 蜜ブタをかいて傷をつける
03-1551 ⑥蜜ブタはがし 中国 1,200円（1,320円税込）27.0 蜜ブタに沿って引いてはがす

商品No. 品　名 入数 価格 内容 1個
04-0127 無地一斗缶 1個 874円（961円税込）無地の空缶。ベロ付。18ℓ用 961円
04-0184 無地一斗缶6個セット 6個 3,960円（4,356円税込）無地の空缶。ベロ付。6個組がお得。 725円
04-0164 パッカー瓶250ｇ50本セット 50個 13,620円（14,982円税込）250ｇビンを１箱に、パッカー蓋50個 299円

04-0166 ポリとんがり500ｇ192本セット 192本 14,880円（16,368円税込）

とんがりはリニューアルし、1セットの入り数
が１９２本。フタのつまみ部分が四角く
なりました。新サイズ：直径5.8㎝×高さ
18.3㎝

85円

●養蜂書 ●図鑑・健康食品関連
商品No. 本の題名・著者 価格

04-0614 ミツバチ 角田公次著 1,600円（1,760円 税込）

04-0601 養蜂のスタート 井上丹治著 300円（330円 税込）

04-0603 新しい蜜蜂の飼い方 
井上丹治著 2,500円（2,750円 税込）

04-0615 日本ミツバチ みつばちの会 1,524円（1,676円 税込）

04-0608 RJ多収の新技術 井上丹治著 1,200円（1,320円 税込）

04-0681 ミツバチの飼い方 
干場英弘著 1,800円（1,980円 税込）

04-0680 養蜂大全 松本文男著 3,000円（3,300円 税込）

商品No. 本の題名・著者 価格

(図鑑)

04-0651 ミツバチ（虫のくらし写真館） 2,450円（2,695円 税込）

04-0671 ミツバチとともに 
角田公次著 1,900円（2,090円 税込）

（健康食品関連）

04-0672 蜂蜜力　主婦と生活社著 857円（942円 税込）

■　蜜刀での作業は、始める前に、お湯でよく刃を温めてから
行うと、蜜ブタを切りやすくなります。蜜絞りの現地へ、
ポットなどで、お湯を持参されるのをお薦めしています。

■　特製蜜刀は、製造が修了しています。無くなり次第、販売
が終了になります。

１９２本セット
（入り数が変更）
本体1個口、フタで
1個口で、合計２個口。
フタのつまみ部分が四角く
なり、回しやすくリニューア
ルしています。

おすすめ

おすすめ

おすすめ おすすめ
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女王蜂はデリケートです。扱いに関しては、カゴへ入れる際や、マーキングをする際に、蜂の身体を傷つけないよ
うに十分に注意をして行うことをおすすめします。王籠は、長期間、女王を入れたままには出来ません。短期間
でのご使用をお願いします。

商品No. 品　名 価　格 内　容 生産

03-0701 ①ミラー式王籠 900円（990円 税込）背が高く薄いので人気 国内

03-0702 ②テイトフ王籠 900円（990円 税込）厚みがあり頑丈な造り 国内

03-0703 ③王台出房籠 981円（1,079円 税込）王台を中へ入れる 国内

03-0704 ④隔王籠 867円（954円 税込）隙間が大きめ 国内

03-0709 ⑤（黄）プラ王籠 150円（165円 税込）中の仕切りで餌と蜂を分ける 中国

03-0708 ⑥竹製ロング隔王籠 230円（253円 税込）通気が良好 中国

03-0730 ⑦竹製ショート隔王籠 230円（253円 税込）通気が良好 中国

03-0707 ⑧（白）プラ隔王籠 150円（165円 税込）スライド式で出し入れが楽 中国

03-0712 ⑨クリップ式王籠 350円（385円 税込）クリップ式。通気良好 中国

03-0731 ⑩女王蜂マーキング器 700円（770円税込）マーキング器の中に女王を入れて、器の隙間より、女王に印
をつける。出来るだけ刺激の少ない水性の塗料がおすすめ。 中国

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

商品No. 品　名 生産 価　格 内　容

０３-1655 ①（青）ステンレス移虫針 中国 1,100円
（1,210円 税込）ロングタイプ

０３-1656 ②（赤）プッシュ移虫針２本組 中国 300円
（330円 税込）押し出し式

０３-1605 ③プラスチック王椀（100個） 国内 1,400円
（1,540円税込）

養成枠にボンドで貼
り付ける

０３-1606 　プラスチック王椀（1000個） 国内 10,800円
（11,880円税込）

養成枠にボンドで貼
り付ける

●王
おうかご

籠・女王蜂マーキング

●王ワン・移中針

① ② ③
NEW
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価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。1個辺りの価格は、税込価格が表示されています。

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

30g用 200g用100g用50g用

●はちみつ用ビン・ローヤルゼリー用ビン

●ビン用ケース・のぼり・包装紙

商品No. ビンの容量 ケース価格 入数 １個 1梱包

０4-0141 ①190ｇ用 5,906円（6,496円税込） 100 64円 1ケース

０4-0103 ②250ｇ用 3,292円（3,621円税込） 50 72円 2ケース可

０4-0104 ③500ｇ用※ 6,618円（7,279円税込） 48 151円 1ケース

０4-0105 ④700ｇ用 5,229円（5,751円税込） 30 191円 1ケース

０4-0106 ⑤1200ｇ用※ 2,854円（3,139円税込） 20 156円 2ケース可

０4-0107 ⑥2ｋｇ用 4,940円（5,434円税込） 15 362円 1ケース

０4-0108 ⑦2.4ｋｇ用※ 2,367円（2,603円税込） 12 216円 1ケース

商品№ ビンの容量 1個価格

04-0110 30ｇ用 135円（148円税込）

04-0181 50ｇ用 280円（308円税込）

04-0113 100ｇ用 290円（319円税込）

04-0115 200ｇ用 888円（976円税込）

商品№ ケースのサイズ 1個価格

04-0222 ①500ｇ用無地ケース 80円（88円税込）

04-0202 ②700ｇ用無地ケース 80円（88円税込）

04-0203 ③1200ｇ用化粧ケース 100円（110円 税込）

04-0223 ④1200ｇ用無地ケース 90円（99円税込）

04-0204 ⑤2ｋｇ用無地ケース 115円（126円税込）

04-0205 ⑥2.4ｋｇ用化粧ケース 140円（154円 税込）

04-0224 ⑦2.4ｋｇ用無地ケース 95円（105円 税込）

商品№ 品名 価格

（のぼりと竿）

04-0633 のぼり「天然はちみつ」
サイズ：縦140㎝×横42㎝ 5,000円（5,500円 税込）

04-0634 のぼり用竿 1,000円（1,100円 税込）

（包装紙100枚セット）

04-0229 包装紙（100枚組） 1,500円（1,650円 税込）

蜂蜜用ビンについて
①　※印のビンは、赤いプラスチックと白い金属の

２種類のフタより選ぶことが出来ます。
②　種類別に、同じサイズで２ケース一緒にお送り

可能な物があります。（１梱包可能数参照）

包装紙模様の例
サイズ39.5×54.3（cm）

※はちみつ用ビンは、ケース販売のみです。バラでは販売不可。
※印のビンのフタは、赤のプラスチック、又は白の金属を選べます。

●ハチミツ用ビン（ケース単位での販売）

●ローヤルゼリー用ビン（ケース付き）

●ハチミツビン用ケース ●のぼり・のぼり竿・包装紙
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価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。1個辺りの価格は、税込価格が表示されています。

●シールタイプ(100枚)

●セキュリティシール(100枚)

シールなので、そのままビンなどに貼っていただくタイプです。

ビン詰めしたハチミツのフタに貼り付け、開けるとシールが切れて開けた
ことがわかります。左右の細長い部分に、「純粋蜂蜜」の文字が細かく総
柄で入っているので好きな箇所で切って、レッテルとしても使えます。

①百花蜜・花柄 ②百花蜜・オレンジ ③アカシア

④トチ ⑤裏張り

●レッテルセット（１セット販売：同柄１００枚入り）
ビンサイズの目安：大サイズ：一升用（2.4kg）中サイズ ：゙５合用（1200g用）小サイズ：2.5合用（約500g用）

ミツバチのイラスト部分の直径は3ｃｍ

※目安　大：700ｇ～2.4ｋｇのビン　小：190ｇ～500ｇのビン

※大サイズ＝2ｋｇ、2.4ｋｇ辺りのビン用。中サイズ＝1.2ｋｇ辺りのビン用。小サイズ＝700ｇ、500ｇ、250ｇ辺りのビン用。

商品No. 品名・サイズcm 価　格
０4-0501 大サイズ（横22×幅1.5）1,200円（1,320円 税込）
０4-0502 小サイズ（横17×幅1.5）1,000円（1,100円 税込）

商品№ 品名 サイズ（ｃｍ） 価格

04-0551 ①百花蜜・花柄・中サイズ 10.0×7.6 1,000円（1,100円 税込）

04-0542 ①百花蜜・花柄・小サイズ 7.5×4.9 800円（880円 税込）

04-0592 ②百花蜜・オレンジ・中サイズ 10.6×7.7 1,000円（1,100円 税込）

04-0598 ②百花蜜・オレンジ・小サイズ 8.3×6.0 800円(880円 税込)

04-0575 ③アカシヤ・中サイズ 10.6×7.8 1,000円（1,100円 税込）

04-0574 ③アカシヤ・小サイズ 7.3×5.4 800円（880円 税込）

04-0594 ④トチ・中サイズ 12.0×7.7 1,000円（1,100円 税込）

04-0543 ④トチ・小サイズ 8.5×5.6 800円（880円 税込）

04-0576 ⑤裏張り・大サイズ 9.7×7.5 730円（803円 税込）

04-0572 ⑤裏張り・中サイズ 7.3×5.6 620円（682円 税込）
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それは、蜜蜂が薬に弱く、
死んでしまうので巣に戻れなくなるからです。
働き蜂の命は約一ヶ月半。その一生をかけて花と巣を往復し、ティースプーン一杯の蜂蜜を集めます。
それがこのアカシヤ蜂蜜です。

みつばちは言っています。  
 「薬のにおいがする花には近寄ることが出来ないんだよ…」

みつばちは言っています。  
 「薬のにおいがする花には近寄ることが出来ないんだよ…」

中国で2回、入国時に2回、さらに
国内で5回、計9回の厳しい検査を
パス、確かな安全性。

26

はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリスなどの蜂産
品については「品質こそ生命である」ということに
こだわり、国内外の最高級品をお届けします。

毎日の食卓に、安心で安全な純粋はちみつはおすすめです。中国浙江省産の完熟アカシヤ蜂蜜は、あっさりとした甘みでいろいろに使えます。
日本人が一緒に採取し、検査を繰り返した最高級品アカシヤは、当店のはちみつ1番人気商品です。ぜひご賞味ください。

当店のはちみつについて
■　取り扱っております全ての蜂蜜において、品質検査を行った検査
済みの純粋はちみつですので、安心して食べていただけます。

■　純粋はちみつは、暗くて涼しい所に保存していればずっと食べら
れます。

■　結晶（白く固まる）は、純粋はちみつだけに起こる現象です。
　　ぬるま湯でゆっくり溶かせばビタミンを壊さずに食べられます。

価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。
価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。

100ｇ単価は、税込価格が表示されています。

中 国

江浙 省 産

　中国浙江省世界一の生産量を誇る広大なアカシヤ蜜源で採取した製品です。その中から日本人の
味覚に合った最高級品を厳選しました。日本の養蜂家が頻繁に技術指導や品質管理を行って買付し
た特上蜂蜜です。ミツバチのプロが絶賛する蜂蜜です。安全性も国内で厳しい検査を９回繰り返
し、パスしたものです。安心してお召し上がりください。すでに多くの料理人の方々や個人のお客
様にご利用いただいているお薦めの一品です。

※
写
真
は
容
量
の
違
い
で
写
り
方
の
色
が

　違
っ
て
見
え
ま
す
が
、中
味
は
同
じ
も
の
で
す
。

250g 500g 700g 1.2kg 2kg 2.4kg 250gパッカー入り

アカシヤ

記　号 品　名 商品No. 価格 100ｇ単価

A 完熟アカシヤ蜂蜜２５０ｇ 02-0101 690円（745円税込） 298円

B 完熟アカシヤ蜂蜜５００ｇ 02-0102 1,260円（1,360円税込） 272円

C 完熟アカシヤ蜂蜜７００ｇ 02-0103 1,632円（1,762円税込） 251円

D 完熟アカシヤ蜂蜜１．２ｋｇ 02-0104 2,465円（2,662円税込） 221円

E 完熟アカシヤ蜂蜜２ｋｇ 02-0105 3,780円（4,082円税込） 204円

F 完熟アカシヤ蜂蜜２．４ｋｇ 02-0106 4,370円（4,719円税込） 196円

G 完熟アカシヤ蜂蜜250ｇパッカー入り 02-0107 909円（981円税込）
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250g 500g 700g 1.2kg 2kg 2.4kg 250gパッカー入り

アカシヤ

国産はちみつ
国産みかん蜜（結晶品）

国産アカシヤ蜜

商品No. 品　名 価　格

０2-0742 国産みかん蜜500ｇ
（結晶品）

3,500円
（3,780円 税込）

柑橘系の爽やかな香りのする蜂蜜です。
結晶するのが早い蜂蜜です。結晶のタイプがやわらかいクリー
ム状なので、パン等に塗りやすいです。

商品No. 品　名 価　格

０2-0701 国産アカシヤ蜜500ｇ 4,000円
（4,320円 税込）

あっさりとした甘みで何にでも合わせやすい蜂蜜です。
アカシヤの蜂蜜は結晶が遅いので液状の状態が長く続きます。

国産はちみつを販売いたします。
それぞれの特長がありますのでお好みでお選びください。
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液体プロポリス

人類の歴史より遥か昔から、
世界中で活躍しているミツバチ。
そのエネルギー源を少し分けてもらいました。

人類の歴史より遥か昔から、
世界中で活躍しているミツバチ。
そのエネルギー源を少し分けてもらいました。
　ミツバチから採れる蜂産品は、古代エジプトの時代から珍重され、健康維持・
栄養補助食品として今日まで人々の役に立ち続けています。歴史に裏づけられた
信頼感と、最近の科学的な実験による効果の裏づけ、是非お使いください。
薬品ではありませんので副作用や食べ合わせは心配要りません。適量を毎
日、長期間続けることをお薦めします。皆様の健康増進の手助けになれば社
員一同最大の喜びです。ついでにミツバチについて少しでも興味を持っていただ
ければ幸いです。

ミツバチが木の芽や樹液から採取したものを唾液分泌物や
蜜蝋と混合で生まれる天然物質です。主に巣の周りや巣箱
の内側に集められ、有害な伝染病やバクテリアからミツバ
チを守ります。プロポリスは採取する場所によって成分に
違いがあります。評価が高いのがプロポリスの環境に恵ま
れたブラジル産です。刺激がかなり強いですがお薦めします。

巣枠がプロポリス
(黒いヤニ)でコー
ティングされる。
不純物を取除いて
製品になります。

プロポリスプロポリスプロポリス

最初は味に慣れるため、2～3滴から様子を見まし
ょう。水やお湯、牛乳、ジュースに混ぜて戴くと飲
みやすく、小さなスプーンにハチミツといっしょに
のせて飲む方法はお子さんにも良いです。健康増進
の方は10滴程度、病気中や病後のための方は、もっ
と多く飲まれることをお薦めします。

食 べ 方
アルコール抽出エキス(高濃度20W/V%)水に溶けやすい特殊製法

◆ミツバチが外部からの雑菌より身

を守るための天然の妙薬

　40種類にも及ぶ多量のフラボノイドを含
み、各10種類以上のビタミン・ミネラル
類が入っており人間が本来持つ自然治癒
力を目覚めさせ、日々の健康を真剣にお
考えの方に、特にお薦めします。

プロポリスゴールド（ソフトカプセルタイプ）

サービス蜜1本付き。
1粒にプロポリスエキス40ｍｇの含有量
1ビンに200粒入り。
1日に、3～5粒くらいを目安にお飲みください。

小ミツを1本
サービス

小ミツを1本
サービス

ブラジル産ブラジル産ブラジル産ブラジル産ブラジル産

1日5滴から
10滴飲むと
2～3ヶ月の間
飲めます

おすすめ

ローヤルゼリーローヤルゼリーローヤルゼリー

1日1g～2g程度を目安にお召し上がりください。30gで1ヶ月ほどもちます。朝1番に
飲むのが吸収が良く効果的です。生ローヤルゼリーは冷蔵庫に保存してください｡

生ローヤルゼリーを真空
凍結乾燥し粒状に仕上げ
ました。
120粒(一粒に生600mg
相当)入り。
1日に3～5粒ほどお召し
上がりください。
１ビンで約1ヶ月分。

キャンディーは、冬時期ののど飴の代わりに購入され
る方が多いです。プロポリスキャンディーは、ケース
販売もあります。

生ローヤルゼリー

粒状ローヤルゼリー600

キャンディー

ローヤルゼリー入ドリンク

食 べ 方
王台の断面図

ミツバチが女王蜂に与える母乳のようなものです。これに
よって女王蜂は働き蜂と同じ卵から生まれたにもかかわら
ず40倍も長生きをし、1日に2,000
個もの産卵能力を発揮します。まさ
に驚異的な生命力の源です。最高の
生産技術を持つ台湾産です。効果を
実感するには最低でも1ヶ月以上
お続けください。

お薦め
品

お薦め
品

要冷蔵台湾産

◆女王蜂の驚異的な生命力の源

　ビタミン・ミネラル・アミノ酸・糖質などを多く含む
バランスの良い栄養源。美容や生活習慣病が
気になる方をサポートします。

小ミツを2本
サービス

小ミツを1本
サービス

小ミツを1本
サービス

※10本パックはご贈答にも便利です。包装いたしますのでご用命ください。

あっさりと飲みやすいドリンクです。

① ②

生ローヤルゼリーは30gで
約1ヶ月分。耳かき1杯分くら
いずつ飲んでください。お試
しにおすすめのサイズです。

200g 100g 50g 30g

価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。1個辺りは、税込価格で表示されています。価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。

液体プロポリス30ｃｃ ０2-0202 4,500円（4,860円 税込）

プロポリスゴールド 02-0211 9,000円（9,720円 税込）
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アルコール抽出エキス(高濃度20W/V%)水に溶けやすい特殊製法

◆ミツバチが外部からの雑菌より身
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ブラジル産ブラジル産ブラジル産ブラジル産ブラジル産
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① ②
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200g 100g 50g 30g

価格は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。1個辺りは、税込価格で表示されています。価格は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。

商品No. 品　名 価　格
02-0304 生ローヤルゼリー200ｇ 11,400円（12,312円 税込）
02-0303 生ローヤルゼリー100ｇ 6,100円（6,588円 税込）

商品No. 品　名 価　格 １袋 内　容

02-0411 ①ハニーキャンディー 200円（216円税込） 216円 素朴なあっさりとした飴

02-0413 ②プロポリスキャンディー 270円（291円税込） 291円 のどがスッキリとする飴

02-0453 ③（ケース販売30袋入り）プロポリスキャンディー 6,500円（7,020円税込） 234円 のどがスッキリとする飴

商品No. 品　名 価　格
02-0320 生ローヤルゼリー50ｇ 3,100円（3,348円 税込）
02-0301 生ローヤルゼリー30ｇ 2,200円（2,376円 税込）

02-0309 1本 200円（216円 税込）
02-0308 10本パック 2,000円（2,160円 税込）

02-0317 4,600円（4,968円税込）
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※沖縄県への商品の発送は、ゆうパック代金引換便（郵便局）の方が、送料がお安い場合があります。
　ご希望により、弊社で送料を算出いたしますので、お問い合わせください。

　ヤマト運輸・郵便局、共に商品の受取時に代金引換（現金）でお支払頂いております。
その際に、代引伝票（各運送会社（代金収納システム）の送り状に領収証が添付）が、税務
署で認められている正式な領収証になります。その際の印紙税も含まれております。
　弊社での手書き領収証の発行については、二重発行にあたり、発行は不可となりますの
で、商品が到着の際には、領収証の保管をよろしくお願い致します。

●代金引換便の領収証について

　原則として、銀行振込、及び、郵便振替でのご入金の場合、領収証の発行はしておりませ
ん。郵便局、銀行で発行する【払込票兼受領証】や、【取引明細票】が領収書として機能致
します。（ご来店時、現金にてお支払の場合には、領収証を発行しています。）

●銀行振込・郵便振替について

ご購入合計（商品・送料） 代引き手数料

１円～10,000円まで 300円（330円 税込）

10,001円～30,000円まで 400円（440円 税込）

30,001円～100,000円まで 600円（660円 税込）

（到着時払い・代引手数料は、お客様ご負担）

■　ヤマト運輸代金引換便での発送となります。商品の到着時に、商品代・送料・代引き手数料の合計をヤマト
　　ドライバーにお支払い頂き、商品のお受け取りとなります。
■　ギフト（贈答用）発送については、送り主様へ郵便振替をお送りします。手数料はお客様のご負担となります。

お振込でのお支払方法をご希望のお客様は、前振込みされて、弊社で着金確認後の発送となります。
⒈　最初にご注文内容を伺います。弊社でお振込金額を算出します。
⒉　お振込時の振込手数料はお客様ご負担です。
⒊　お振込は、埼玉りそな銀行、又は、ゆうちょ銀行の口座へお願いします。
　　●埼玉りそな銀行　東松山支店　当座　0525378
　　●ゆうちょ銀行　〇一九店　当座　0047636（振替00170－7－0047636）
⒋　弊社での着金確認は、埼玉りそな銀行の方が1～2日、ゆうちょ銀行が３～４日かかります。
⒌　お急ぎの方は、お振込後、領収証をＦＡＸ、又は、ネット送金最終画面のコピーを送付して下さい。
⒍　着金確認が出来ましたら、お客様に商品をお送りいたします。
※前振込みをご希望されてから、10日以内にご入金が無い場合は、ご注文はキャンセルさせていただきます。
　期日後は、商品の取り置きが出来ませんのでご注意ください。

ヤマト代金引換便のみです

（ご購入の合計金額に応じて手数料を算出します。）ヤマト代引き手数料

●お支払い方法（通常出荷は代金引換便です。在庫品は、すぐに商品が届きます。）

●お振込みをご希望のお客様（前振込みです。発送までにお日にちがかかります。）

ご購入合計（商品・送料） 代引き手数料

100,001円～300,000円まで 1,000円（1,100円 税込）

※３００，００１円以上
代引き手数料は30万を超えると

２口めが、かかってしまうため

前振り込みのみとなります。
30万円を超えた場合は、
先にお振込をお願いいたします。
弊社で金額を算出いたします。

■　花粉交配用ミツバチは、送料込み価格なので、別途はかかりません。
■　養蜂道具、蜂産品（健康食品）は、商品別にサイズとお住まいの地域に応じた送料が１梱包ごとにかかります。

●送料について

この度は弊社のカタログよりご注文をご検討いただきありがとうございます。
30ページから、32ページまでにご注文される前に、ご確認頂きたい内容が掲載さ
れていますので、ご一読お願い出来れば幸いです。

●ご注文される前にご確認をお願いします。

カタログに記載の中国産の商品は、入荷毎に、写真と多少の違いが出る場合があります。ご了承ください。

左記のような表示が、１梱包で送付可能な個数が記載されています。１個のみ梱包の
場合や、同じ商品が何個まで同梱が可能かを表示しています。数量をよくご確認くだ
さい。

１梱包＝１個

１梱包＝４個

●商品別、通常発送の送料について

近県

北東北・関西地方

中国地方

四国地方

北海道・九州

沖縄・離島

本州内

北海道・九州

沖縄・離島

680円(748円税込)

880円(968円税込)

1,940円(2,134円税込)

1,280円(1,408円税込)

1,380円(1,518円税込)

1,480円(1,628円税込)

1,580円(1,738円税込)

1,780円(1,958円税込)

4,080円(4,488円税込)

●養蜂道具送料(税別) 送　料 送　料●ローヤルゼリー・プロポリス

本州内

北海道・九州

沖縄・離島

980円(1,078円税込)

1,180円(1,298円税込)

3,060円(3,366円税込)

送　料
●はちみつ・花粉

キャンディ・ドリンク

ゼロイチキュウ

このページの代引き手数料は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。このページの送料は、税別価格と、（　）内に税込価格が表示されています。
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ご注文はなるべくファックスで（24時間受付）
0493-54-0093
受付時間：午前8：00～午後5：00（日曜・祝日を除く）
0493-54-2381電話での

ご注文は

FAXでの
ご注文は

有限会社 間室養蜂場
〒355-0134 埼玉県比企郡吉見町大串1257-3
E-mail  info@mamuro-yoho.com
銀行口座番号　埼玉りそな銀行 東松山支店 当座0525378

　　　　　　　ゆうちょ銀行　 〇一九店  当座0047636
　　　　　　　(振替00170-7-0047636)
定休日　日曜・祝祭日(その他、盆・暮・正月休みあり)

ま　　  むろ　　 よう　　 ほう　　   じょう

ゼロイチキュウ

有限会社 間室養蜂場
〒355-0134 埼玉県比企郡吉見町大串1257-3
E-mail  info@mamuro-yoho.com
銀行口座番号　埼玉りそな銀行  東松山支店 当座0525378

　　　　　　　ゆうちょ銀行    〇一九店  当座0047636
　　　　　　　(振替00170-7-0047636)
定休日　日曜・祝祭日（その他、盆・暮・正月休みあり）

インボイス登録番号 T6-0300-0209-6664 インボイス登録番号 T6-0300-0209-6664
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●交換・返品について
到着した商品がおかしい場合はすぐにお電話ください。下記の内容で対応させていただきます。

案内図

令和５年版カタログ（2023年）
※年１回発行　３月下旬更新

ご注文から、出荷について

花粉交配用ミツバチ専門店
西洋ミツバチ・養蜂道具・はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス

花粉交配用ミツバチ ※蜂の発送は、出荷可能な場合で、最短２日後出荷より
蜂が不足している時は、通常の出荷は不可となります。早めにお問い合わせください。

※このカタログに掲載の中国産の商品は、入荷毎に写真と多少違う
　場合がありますので、ご了承ください。

養蜂道具・健康食品等蜂以外 午前中12：00まで、在庫商品は当日に出荷します。午後からのご注文は翌日出荷より。
混み合っている場合は、翌日の出荷になります。ご注文はお早めにお願いします｡

最短の出荷（在庫がある場合）

車でのご来店は、関越自動車道東松山インターより15分、
東北自動車道加須インターより45分、圏央道川島インターより5分

https://www.mamuro-yoho.com ミツバチの価格は、時価です。常に更新されているため、価格表は別紙となります。
最新のミツバチ価格表は、ホームページでもご覧いただけます。

弊社ホームページ内に、オンラインショップを開設しています。
養蜂道具、健康食品は、このショップからご注文をしていただけます。
ミツバチは、生き物のため、お電話かFAXでの受付のみとなります。
ご用途に合わせてご利用ください。
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衛生研究所入口

https://www.mamuro-yoho.comhttps://www.mamuro-yoho.comhttps://www.mamuro-yoho.com

間室養蜂場報

花粉交配用ミツバチ専門店花粉交配用ミツバチ専門店
西洋ミツバチ・養蜂道具・はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス

よし味

元気なミツバチをお届けします
西洋ミツバチは、農作物の増収と品質向上には必須のパートナーです。
当養蜂場では、ミツバチの革新的な養成技術により強勢群を大量に育成し
皆様のご利用をお待ちしています。

商品別

ミツバチ
正常時は、最短２日後の出荷から発送いたします。状況により、
混みあっている場合などは、もう何日か日数がかかる場合もあります。

養蜂道具
健康食品

在庫のある商品は、午前中12時までの受付は、当日出荷になります。
ご注文が混み合っている場合は、翌日の出荷になりますので、お早目のご注文をお願いします。

ミツバチだけは、お電話か、FAXのみの、受付になります。

オンラインショップ、お電話、FAXでのいずれの方法も、
ご利用可能です。

最短の出荷（在庫がある場合） ご注文方法商品別

ミツバチの場合は、内容を伺って状況で判断させて頂いております。
対応出来るのは出荷より10日以内の場合です。おかしいと思ったら
まずはお電話を早めにお願いいたします。

花粉交配用ミツバチ 出荷より10日以内

到着した商品が破損していたり、おかしい場合は、すぐにお電話を
お願いします。10日以内は交換いたします。養蜂道具・健康食品 出荷より10日以内

※交換期間を過ぎたものは、交換出来ませんので、ご了承ください。

内　容 交換の場合の期間商　品

商品の価格、送料、代引き手数料は、税別価格と、(　)内に税込価格が表示されています。

オンラインショップもご利用ください。

ご注文・商品のお問い合わせは下記までお願いいたします。

0493-54-2381

0493-54-0093

電話での
ご注文は

FAXでの
ご注文は

営業日：月曜日より土曜日　定休日：日曜日・祝祭日　その他、盆休み、年末年始休業
営業時間：ＡＭ８：００～ＰＭ５：００
電話が混雑する場合がございます。ご迷惑をおかけします。その際は、おかけ直しいただくか、
ＦＡＸ、又はインターネットでご連絡ください。ＦＡＸは、早めにお手続きをすることが出来ます。

ＦＡＸは、２４時間受付可能
お名前・住所・お電話番号が必要です。ご登録済みのお客様は、お電話番号が会員番号になりますので
２回目以降は、お電話番号のお知らせのみで対応出来ます。ご希望の商品、納期、お時間などをお書き頂きますと、
よりご希望の納品に近づきます。ご希望に間に合わない場合などはご連絡させていただきます。

●ご注文方法

オンラインショップから
のご注文も出来ます。 間室養蜂


