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チャバネゴキブリ駆除の手引き【1】 

～～ 基本方針・流れ・課題のポイント ～～ 

 

１、 （株）H.L.P.R.の駆除の特長 

1. より確実な、効果的な駆除 のために 

2. IPM による駆除 を行います。最重要点は 

3. 生息しづらい環境にしながら【環境的駆除】 

4. 薬剤により駆除します【化学的駆除】  

 

２、 駆除を成功させる 4 原則 

1. 清掃・整理・整頓 

2. 計画的 

3. 徹底的 

4. 店舗と業者の 2 人 3 脚 

 

３、 駆除施工の流れ 

1. 最初の駆除作業 

2. 第 2 回目の駆除作業（通常約 2 週間後） 

3. 第 3 回目以降は第 2 回目の状況によりその都度計画 
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予測した状態であるかどうかを目安として次回の日程を策定 

4. 以上を繰り返えす 

 

４、 駆除施工結果 

1. 多数生息していた場合は、1～2 回の施工で大幅に減少する 

2. 順調に進めば 2 ヶ月程度で解決する 

3. 早期駆除の阻害要因により時間がかかる場合がある 

 

５、 課題 早期駆除の阻害要因 

1. 薬剤抵抗性 

2. 不十分な清掃・整理・整頓 

3. 隙間などあり、構造状態が良くない 

4. 頻繁な侵入（持ち込まれる）の有無 

※ 駆除が順調に進むかどうかは、上記 ABC に基づいて実施した中で、

これらの要因により決まります。 

 

６、 ５の場合の対処 

根気よく解決に向けてじっくりと取り組む 
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チャバネゴキブリ駆除の手引き【2】 

～チャバネゴキブリの「初回駆除時の準備」と「見通し」等について～ 

 

はじめに 

チャバネゴキブリの初回駆除時には通常、極めて多数生息していて、客室、

収納庫、各機器機械部、更衣室、など至る所から出没します。既にバルサン

などを使用している場合には、特に隙間という隙間に多数潜んでいます。場

合によっては、吊棚の食器、什器備品の中にも多数生息しています。壁や床、

収納棚と壁との間にもいます。 

そのような状況から、原則としてほぼ全ての場所に薬剤を入れなければなり

ませんので、以下のような準備をすることをお勧めしています。 

 

初回駆除時の準備 

A. 目的 

1. 食材・食器・調理器具・衣類等への薬剤付着の防止 

2. 駆除の効率化 

 

B. 内容 

1. 厨房機器下の清掃の徹底 
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長い間、同じ場所に、同じゴミが残存している場合にはその中がゴキブ

リの巣になっている場合が通常です。このゴミがあると、ゴキブリが元

気になると同時に、薬剤が十分に行き届かず、駆除が非常に困難となり

ます。 

 

2. 調味料、開封済み食材（共に未開封の物は除く）の冷蔵庫での保管 

① 冷蔵庫の中にはチャバネはいません。 

② 一方、棚や吊棚内には、チャバネが潜んでいる可能性が高いため、

ここに食材や食器などをしまった状態でラップをしては薬剤が処置

できずに、駆除できません。 

③ ただ、開封していないものは、包装に薬剤が付着するだけですので、

問題はありません。 

 

3. 調理器具・食器・什器・備品の移動 

① 包丁など簡単に洗浄できる調理器具は駆除作業後、洗浄すれば大丈

夫です。 

② 食器・什器・備品は客席のテーブルの上に移動しておけば大丈夫で

す。 

 



株式会社 H.L.P.R.                 6/14 
 

4. 更衣室・ソファ下など収納部の衣類・靴・傘など収納物の整理・整頓・

廃棄 

通常、チャバネが極めて多数生息している店舗では、更衣室が大変問題

となります。 

靴や衣類や保管物に付着して多数生息しているからです。 

衣類がハンガー等に整然と吊下げられておらず、床に散乱していますと、

チャバネが衣服や靴に付着したまま着衣することになり、ゴキブリをま

き散らすことになります。 

また、薬剤を処置できないため駆除ができないこととなります。 

一般的には 

「ゴキブリ駆除 ＝ 大掃除」です。 

 

5. 引出の中など収納内の対処 

スプーンやナプキンなど様々なものが収納されていて、初回の作業だけ

では駆除し切れませんので、駆除を進めながらまた、皆さまの整理・整

頓・清掃のご協力を頂きながら解決していくことになります。 
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C. 初回作業内容 

1. フラッシング調査 

ピレスロイド剤（ゴキジェットプロなど）により生息箇所に薬剤を吹き

入れる。生息していればその薬剤を嫌がって出てくるため生息の有無が

判定できます。 

2. 薬剤の噴霧 

棚等を含めて霧状の薬剤を注入、または、吹きかける 

3. 薬剤の散布 

床や壁下部に液状の薬剤を注入、または、吹きかける 

4. ベイト剤の配置・塗布 

大変有効で、安全性の高い薬剤ですが、弊社ではより有効性を高めるた

めに、駆除の仕上げ時、最終局面に主に使用しています。 

 

D. 駆除開始直後 1～2 ヶ月間の予定と見通し 

1. 予定 

駆除開始後のチャバネゴキブリの増殖復活を防ぎ、駆除効率を高めるた

め、当初は凡そ 1 週間に 1 回のペースで駆除作業を行います。 
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2. 見通し 

できる限り早期に解決したいと思っていますが、5 回程度の駆除作業で

解決すれば非常に早いといえます。1～2 回目でかなり減少しますが、

あらゆる隙間などに潜んでいるため、前回の駆除作業の結果を見ながら、

残存しているゴキブリを次々と駆除し切っていくことで次第にいなくな

っていくという流れが、昨今の駆除の現状です。 

時には、その店舗でやっと駆除したにも関わらず、何かに付着するなど

して、新たに持ち込まれる場合もあります。その場合は再度仕切り直し

の作業となります。 

一般的に、業者に依頼すれば 1～2 回の作業でいなくなるものと思われ

ていますが、実態は異なります。 

10 数年前であればしっかり駆除作業を行えば、100%の確率でスムー

ズに駆除できましたが、現在はゴキブリの抵抗性が極めて強力になって

いるため、どんなに念入りに駆除作業を行っても、そのような状況にな

っています。 

その旨ご理解を戴いた上でお任せ下さいますようお願い致します。 

 

 

 



株式会社 H.L.P.R.                 9/14 
 

チャバネゴキブリ駆除の手引き【3】 

～～ 清掃場所・具体的な方法について ～～ 

チャバネゴキブリ駆除の手引き【2】（チャバネゴキブリの「初回駆除時の

準備」と「見通し」等について）でお話した通りですが、具体的な場所や方

法についてご説明 させて頂きます。 

 

A. 厨房内 

1） 機器下床上 

①  食廃材、ビニールゴミ、箸など食器、食器のカケラ 

熊手などで、配線・配管に気を付けながら、掻き出し除去します。  

 

熊手などは清掃の必需品です。 

 

②  ヌメリ  

アルカリ性油脂洗浄剤や、パイプフィニッシュ等のヌメリ取りを撒き、

モップなどでふき取ります。 

油汚れは洗浄剤を撒いてから数分経ってから拭取った方が楽に除去

できます。 

放置するとチョウバエなどの発生原因となります。 
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これらを撒いておけば、洗浄されると同時に、殺虫作用がありますの

で、ハエの幼虫も死滅します。 

拭取れる場所は、洗浄剤を撒いた後にふき取ります。 

ただ、外部から飛んで侵入してきたものは、ライトトラップなどで捕

獲するかありません。 

 

 機器下床上に配線・配管等があって清掃が難しい場合 

i.） スキッパーやドライバー等の小道具を利用して、可能な限り書き

出し除去します。 

ii.） その際に、油脂洗浄剤で湿らせておけばゴミを剥がしやすくな

ることがよくあります。 

 

2） 機器上機械部 

ここに置いてあるものは全て、取り除き、不要物は廃棄します。 

物は絶対に置かないことが重要です。 

必要なものは整理・整頓、保管場所を整備してそこに保管します。 

ここはコンプレッサーの冷却場所のため、物を置くと冷却能力が落ちま

す。また、虫が湧き易くなるためです。 
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3） シンク下など収納場所 

①  ボトル、洗剤など、保管物を清潔に保管します。 

②  壁側に落し物が内容に日々、確認整頓します。 

通常ボトルが沢山置いてありますが、後ろに落ちてゴミになっている場

合がよくあるため、ボトルは常にきれいに洗浄して汚れを取り、ゴキブ

リの餌にならないようにします。 

 

4） 排水パイプ内、排水溝、グリーストラップ、排水升 

シンク、手洗い、冷蔵庫内の排水穴など全ての排水パイプ内にパイプフ

ィニッシュなどを撒く。 

ヌメリがなければハエは湧きません。 

排水溝の中も同様です。 

 グリーストラップや排水升 

壁面・蓋裏の洗剤とブラシによる洗浄が大切です。 

これらの場所はチョウバエが非常に発生しやすい場所です。 

粗ゴミは毎日取り除いていると思いますが、水面にも油脂洗浄剤をまい

ておくとチョウバエの発生を防ぐことができます。 

 冷蔵庫や冷凍庫、アイスボックス製氷機 

ちなみに、冷蔵庫や冷凍庫の中の排水穴の中にも撒きます。 
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また、これらの排水穴は必ずゴム栓をしておかなければ、細菌が上がっ

て来るだけでなく、冷気が逃げて冷却能力が減衰、冷却能力が弱くなっ

てしまいます。 

 

B. 吊棚、収納棚 

棚上の板など汚れやベタ付きがないように拭取って下さい。 

オーダープリンターの下など汚れている場合が多々あります。 

これらのゴミ、汚れは、ゴキブリの格好の餌となります。 

また、書類を挟んである場合もありますが、その中にゴキブリが潜んで

いる場合もあります。 

 

C. 包丁保管ボックス 

定期的に、ボックス内を洗浄して下さい。 

この中がゴキブリの巣になっていることがよくあるため、この中も薬剤

処置を行います。 

 

D. 更衣室・収納庫 

1） ロッカー内にゴキブリが入っている場合もありますので、各自衣類を

払ってからしまって下さい。 
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2） 時々、ロッカー内を整頓して不要物は廃棄して下さい。 

ロッカー内もゴキブリの巣になり易い場所です。 

ロッカー内は個人の所有物ですので薬剤処置を行いません。 

必要な場合にはお知らせ下さい。その場合には鍵を開けて置いて頂き、

整理整頓しておいて頂きます。 

3） 収納庫内は整理・整頓して、使用しない傘など不要物は廃棄して頂き

ます。 

 

E. トイレ 

収納庫内も整理・整頓して、使用しないものは廃棄して下さい。 

 

F. 事務所 

特に机下や周囲には落し物がないようにして下さい。 

ゴキブリの巣になっていることが往々にしてあります。 

  

清掃は、精神的、身体的に皆様にストレスができるだけかからないようにす

る必要があります。無理しては作業を続けられません。 

無理のないように、実効性を持たせて、計画的に行うことが絶対条件です。 
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また、チャバネゴキブリ駆除の手引き（チャバネゴキブリの「初回駆除時の

準備」と「見通し」等について）にても一般的な見通しをお伝えしましたが、

かなりの時間を要することも可能性としてありますので、ご承知おき下さい

ますよう、宜しくお願い致します。 

 

下記の免責・著作権についてのご注意をご理解いただきご利用をお願いいたします。 

自己責任について 

記載内容の実施に際して発生したいかなるトラブル、損害等につきましても、 

私、太田有彌・（株式会社 H.L.P.R.）は一切責任をお受けしませんことを予めご承知の上にてご利用下さい

ますようお願い申し上げます 

 

著作権についてのご注意 

ホームページ上で公開しております、「各手引書」・「セルフクリーンプログラム チャバネゴキブリ駆除 編」

は著作権法上の保護を受けており、著作権は私、太田有彌（株式会社 H.L.P.R.）に帰属致します。お客様

の個人でご利用いただく目的以外、営利を目的とした配布、無断リンク等、ご利用は一切お断りいたしま

す。全て著作権法の取り決めに則ったご利用をお願い致します。 


