
2020 総合商品カタログ

箱罠・くくり罠・鳥獣被害対策品

お見積り・カタログ郵送依頼も承ります。 

ご注文・お問合せ・ご依頼はWEBからでも。
WEBでのご注文であれば、クレジットカードをはじめ、いろいろな決済方法
をご利用いただけます。携帯のカメラ等で左のQRコードをかざせば、当社
サイトにアクセスすることができます。

補助金申請用の見積もり依頼や、領収書発行も承ります。お問合せ・ご要望などございましたら、
何なりとお申し付けくださいませ。



が選ばれる理由

★イノホイのご紹介

多くの農家様・狩猟家様・自治体様にご愛顧いただいております。 

 
イノシシ・シカ捕獲用の箱罠・くくり罠をはじめ、様々な鳥獣被害対策品を販売するプロショップです。 

罠関連商品は、個人のお客様はもちろん、農業協同組合様、猟友会様、自治体様など。日本のお客様だけでなく海

外でも採用いただいております。※イノホイは株式会社refactoryが運営しております。

「ファーレ旭式」の名称は、日本国における株式会社 refactoryの登録商標です

（登録番号：第6179294号）

イノホイご利用者の声 

迅速丁寧な対応で、商品

が届きました。

包装もしっかりしており、

次回からも安心して注文

できそうです。

綺麗にまとめた状態で商

品が届き、非常に良かっ

たです。初めて罠を使用

しますので助かりました。

次回もよろしくお願いしま

す。

商品が届きました。近所

では扱っていないのでと

ても満足しています。

また機会がありましたら宜

しくお願い致します。

対応が早く金額も安く商

品の仕上がりも良く使い

やすいです、今年いっぱ

い有害が出そうなのでそ

のうちまた注文します。

その時もよろしくお願いし

ます。

K.T様

（福岡県）

K.K様

（茨城県）

T.Y様

（東京都）

H.Kさん

（鹿児島県）

北海道 7台

関西地方 約700台

東北地方 約500台

中国地方 約1400台

中部地方 約600台

四国地方 約1200台

関東地方 約400台

九州地方 約5200台

ファーレ旭式の箱罠は平成19年のデビュー以降、シリーズ累計販売台数10,000台以上※。

※2018年12月時点



注文

ご注文内容
確認連絡

注文から2営業日以内に
ご注文確認のご連絡を差
し上げます。

在庫がある場合、ご入金
後、5営業日以内に発送
いたします。

発送

お届け

同梱の用紙に記入後、
FAXにてご注文ください。

佐川急便にてお届けしま
す。※重量物は福山通運 
営業所止めにてお届けし
ます。

・送料は全国一律1,100円（税込）です。合計金額が18,000円以上の場合、送料無料です。 

・銀行振込の場合、ご入金が確認でき次第の商品発送となります。 

・イノシシ・シカ用箱罠など重量物商品については、基本的に福山通運営業所止めとなります。 

　また、沖縄・北海道・離島に発送する場合は、別途離島中継手数料がかかります。

商品お届けまでの流れ 

お支払い方法について 

■ 銀行振り込み

銀行名　：ジャパンネット銀行 

支店名　：ビジネス営業部（店番号 005） 

口座種別：普通 

口座番号:：1788698 

口座名義：カ）リファクトリー 

 

※振込手数料は各金融機関の手数料となり、　お

客様のご負担となります。 

※ご入金確認後に商品を発送いたします。 

当店を運営しております、株式会社refactory（リファクトリー）

の銀行口座となります。 

ジャパンネット銀行は三井住友銀行グループのインターネット

専業銀行です。 各金融機関のATM、窓口、ネットバンキング

からのお振り込みが可能です。 

■ クレジットカード（WEB注文のみ）  

※本人確認のため、ご注文者とカード名義人は同一名義でお願

いいたします。 

※お届け日が指定されている商品をご購入の場合には、商品の

お届けよりご請求が先になる場合がございます。 

※お客様の口座から自動引落しとなりますので、お引落し等に関

するお問い合わせは直接各クレジットカード会社様へお願いいた

します。 

クレジットカード番号を入力し、支払いをする決済方法です。カー

ド番号などの個人情報はセキュリティシステムにより保護されて

おりますので安心してご利用いただけます 

ご利用可能クレジットカード会社

■ 代金引換 ■ AmazonPay（WEB注文のみ）

商品お届けの際に現金またはクレジットカードにて、運送会社

へお支払い下さい。 

※メーカー直送品や、一部離島へのお届けの場合、ご利用い

ただけない場合がございます。 

Amazonアカウントに登録されている配送先やお支払情報を利

用するため、最短2クリックでご注文を完了出来ます。 

WEBサイトにて、Amazonにログインした状態でお支払い方法

「AmazonPay」を選択して下さい。 

WEBで注文



イノシシ

イノシシを捕獲するための、箱

罠・くくり罠、止め刺しグッズ、

忌避グッズ、侵入防止のため

のグレーチング 床 など、 多 種

多様な商品をそろえています。

シカ

捕 獲 実 績 多 数のくくり罠・箱

罠、信頼できる止め刺し、忌避

グッズ、侵 入 防 止のためのグ

レーチング床など、多 種 多 様

な商品をそろえています。

キョン

千葉県を中心に大繁殖を見せ

つつある特定外来生物キョン。

捕 獲 実 績 多 数のくくり罠・箱

罠、止め刺し商 品など、有 害

駆除に役立つ商品を取り扱っ

ています。

サル

手先が器用なサル捕獲用の

箱罠を取り揃えております。群

れを分断しないよう、ターゲット

を定めて捕 獲することが重 要

となります。

アライグマ

特定外来生物であるアライグ

マ捕獲用の箱罠や、侵入を防

ぐための忌避シート、捕獲お役

立ちのグッズ等、有害駆除に

役立つ商品を取り揃えており

ます。

アナグマ

農作物に被害を与えるアナグ

マ捕獲用の箱罠やくくり罠、捕

獲の際に長い爪を持つアナグ

マから保護するグローブなど、

いろいろな商 品を揃えていま

す。

ハクビシン

ハクビシン捕獲用の箱罠やくく

り罠、家屋への侵入を防ぐた

めの忌避シートなど、有効な商

品を取り揃えております。

タヌキ

家屋への浸入や農作物への

被害も深刻化しているタヌキ。

捕獲用の箱罠やくくり罠など、

対策に役立つ商品を取り揃え

ております。

ヌートリア

南米原産の外来種で、農作物

だけでなく日本の希少な生態

系にも害をもたらすヌートリア。

捕獲用の箱罠などを取り揃え

ております。

ネズミ

食害や糞害、衛生面でも被害

をもたらすネズミ類を捕獲する

のに役立つ商品をそろえてい

ます。

防鳥

鳩やカラスを中 心に、迷 惑な

糞害から快適な生活を守るた

めに役立つ対策商品をそろえ

ています。

クマ

襲われた場 合は生 命の危 険

にもなりうるクマ。遭遇防止や

万が一の際に対応するための

商品です。

有害鳥獣の種類 
鳥獣被害の対策を行う場合、鳥獣の種類に応じた施策を行うことが重要です。

イノホイでは、大好評をいただいている捕獲のための各種罠から、防獣商品、狩猟にお役立ち商品まで、動物の種類に応じた多種

多様な商品を取り揃えております。



くくり罠

山刀

囲い罠

・本体

天面が開放されている囲い罠。条件を満たせば狩猟免許不要。

シリーズ累計10000台以上のファーレ旭式を始め、大好評の箱罠。

箱罠 ６ページ

大量生産の安物とは格段の品質の違いを誇る、職人手打ちの業物。

狩猟お役立ち品

狩猟や有害駆除活動をはじめ、様々なシーンに役立つ商品です。

１３ページ

１０ページ

１５ページ

１６・１７ページ

防鳥グッズ

鳥獣被害対策の専門店である当店が、自信をもってお勧めする防鳥対策。

１８ページ

防除グッズ

鳥獣被害を防ぐための防除グッズ。大事な田畑や家屋を守ります。

２４ページ

・セット、パーツ類

１０ページ〜

１１・１２ページ〜

初心者からベテランまで、安くてよく獲れると評判の跳ね上げ式。

・防鳥剣山

・防鳥ワイヤー

１８・１９ページ

２０・２１ページ

・防鳥グッズ設置方法 ２２・２３ページ

・音を使って撃退

２６ページ

・匂い・習性で撃退

２４ページ

２５ページ

・物理的に侵入防止
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ファーレ旭式の箱罠は、平成19年

のデビュー以降、シリーズ累計販売

台数10,000台以上。「安くて良く獲

れる箱罠」と多くの猟友会や自治体

から評判を得ています。 

 

非常に頑強な構造となっており、全

国の自治体様、猟友会様等にご愛

顧いただいております。 

箱罠 

「ファーレ旭式」の名称は、日本国における株式会社refactoryの登録商標です（登録番号：第6179294号）
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大きさ 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m　※扉部分の高さは 2.0m

重さ 扉15〜35kg前後、総重量約 120kg

付属品 落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書

備考 工具（レンチ等）と蹴り糸のみお客様にて準備いただきます。あとは届いた商品ですぐに仕掛けられます。

塗装 錆び止め塗装１回塗り（グレー）

製品番号：hakowana0001 価格：56,520円（税込）

ファーレ旭式★イノシシ・シカ用箱罠 
ビッグサイズ【片扉】

大きさ 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m　※扉部分の高さは 2.0m

重さ 扉15〜35kg前後、総重量約 120kg

付属品 落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書

備考 工具（レンチ等）と蹴り糸のみお客様にて準備いただきます。あとは届いた商品ですぐに仕掛けられます。

塗装 錆び止め塗装１回塗り（グレー）

製品番号：hakowana0002 価格：65,790円（税込）

ファーレ旭式★イノシシ・シカ用箱罠 
ビッグサイズ【両扉】

2台〜、5％割引！
営業所留め

営業所留め
2台〜、5％割引！

WEBで注文
福山通運営業所止め

※沖縄・北海道・離島
は別途送料がかかりま
す。



製品番号：hakowana0004

ファーレ旭式★イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ【片扉】
奥深タイプ

製品番号：hakowana0074 価格：4,400円（税込）

折り畳みタイプ箱罠【片扉】 

大きさ 幅0.29ｍ　×　高さ0.32ｍ　×　奥行0.8ｍ

重さ 総重量約5.5kg

素材 亜鉛メッキ高張力ワイヤーメッシュ

製品番号：hakowana0075 価格：1,600円（税込）

ネズミ捕獲 箱罠 ラージサイズ【片扉】

大きさ 幅0.14ｍ　×　高さ0.14ｍ　×　奥行0.27ｍ

重さ 総重量約0.5kg

塗装 錆び止め塗装１回塗り（ブラック）
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※送料無料（福山通運営業所止め。沖縄・北海道・離島は別途送料がかかります。）

大人気！！ハクビシン・アライグマ・アナグマ等の捕獲におすすめ。
踏み板タイプで、対応する獣の範囲も広いです。お手軽・簡単設置の箱罠です。

箱罠 

営業所留め 送料無料

価格：46,850円（税込）

大きさ 幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8m

重さ 扉10～25kg前後、総重量約 80kg

塗装 錆び止め塗装１回塗り（グレー）

宅急便で配送

※合計金額 18,000円以上で送料無料

網目が小さいため、ネズミなど体が小さい動物の捕獲におすすめ。

宅急便で配送

※合計金額 18,000円以上で送料無料

箱 罠 

標準サイズのビッグサイズ箱罠（ 7ページ）より一回り小さめの
取り回しを重視した幅 0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。



製品番号：hakowana0036 価格：200円（税込）

箱罠用滑車 

製品番号：hakowana0040 価格：120円（税込）

ワイヤークリップ

箱罠の蹴り糸を仕掛ける際に、必要に応じて使用する滑車です。他にも、カスタマイ
ズされたくくり罠のワイヤーに利用される方もいらっしゃいます。 

ファーレ旭式箱罠や囲い罠のパネルを固定するためのワイヤクリップです。 箱罠や
囲い罠をお買い上げの場合はワイヤクリップが付属しておりますが、足りなくなった
場合はこちらから購入ください。

パーツ 

宅急便で配送

※合計金額 18,000円以上で送料無料

宅急便で配送

※合計金額 18,000円以上で送料無料

警戒を弱める工夫をしましょう

月日が経ち、周りの自然と一体化する事で捕獲率が高くなる傾向があります。

注文の前にご確認ください

重量物（ビッグサイズ・ミディアムサイズ）は送料無料となります。
※基本的には福山通運の営業所留めとなります。営業所から遠い場合は、直送のご相談も承ります。

※直送の場合も重量物混載便での配送となり、個人宅への直送は運送会社が受付しません。車上渡し（荷受人
様が配送トラックから荷下ろし）となりますので、フォークリフトなど荷下ろし機材のある法人様をご指定いただく
形となります。

※北海道・沖縄・離島の場合、中継料が別途かかります。離島の場合には港に留め置きとなる場合もございま
す。また、重量物を送る便がなく、お届けできない離島地域もございます。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

最初は両方の扉を開けておくと、警戒心が解けて箱罠の中の餌を食べるようになるまでの期間が短い傾向にあります。

罠の内部に餌を置く場合、箱罠の上にコンパネなどをおいておくと、カラス等が餌を見つけて荒らすことを防げたり、雨が降っても餌が濡れな
いようにできます。

１. 箱罠の底面には土を被せ、網を見えなくする

３. 撒き餌の劣化防止のために、箱罠の上にコンパネ等をかぶせる

２. 両扉の場合、最初は両方の扉を開けておく

箱罠による捕獲をする場合、イノシシの警戒心を解いて罠に近づけさせることが最初のステップになりますので、彼らが慣れて中に入るようになる
までは罠の扉が落ちないようロックしておきます。

まずは、日々見回りをして様々なサインを読み取ることが重要です。そして、罠の奥までイノシシが入り、エサを頻繁に食べるようになるのを待つ
わけです。 細かいテクニックは人によって様々ですが、代表的なものをいくつか紹介します。
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WEBで注文



くくり罠 

01

02

03

04

0506

07

08

09

10

くくり罠の構成部品

イノシシ・シカなどの足を括るために、バネの力でワイヤーが締まる仕組
みになっています。各部材は以下の通りになります。

注文の前にご確認ください

捕獲活動を行う地域によって、使用できるくくり罠の径が異なります。以下１と２のいずれに該当
するか事前にご確認のうえ、該当するサイズをお選びください。

１：ツキノワグマ等の錯誤捕獲発生を未然に防ぐため、足くくりワイヤーの輪の径　（楕円の場合
は短径）が12cmを超えるくくり罠を禁止している地域

２：増加するイノシシ及びニホンジカを捕獲するため、輪の径  12cmを超えるくくり罠の使用が可
能な地域

※同じ県でもエリアによって規制が異なる場合がございます。詳細は、捕獲活動を行う地域の自治体担当　にお
問合せください。
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製品番号：kukuriwana43 価格：5,110円（税込）

イノシシ・シカ用くくり罠　ストロング　完成品 

サイズ スネア短径 スネア長径

M 16cm 20cm

L 18cm 22cm

踏み板と台座+スプリングがセットになった商品です。必要なものは全て含まれてい
ますので、すぐに仕掛けることが可能です。獣が通う道の痕跡を観察し、踏み込む
であろう場所に設置して下さい。

製品番号：kukuriwana44 価格：3,070円（税込）

イノシシ・シカ用くくり罠　ストロング　踏み板＋台座セット 

サイズ スネア短径 スネア長径

M 16cm 20cm

L 18cm 22cm

踏み板のみの単体販売です。スプリング部分は自作される方や、踏み板が壊れて
交換したい方におすすめです。

製品番号：
kukuriwana001001 価格：1,980円（税込）

くくり罠用踏み板イノシシホイホイ（踏み板+台座セット） 

初心者からベテランまで、激安かつ良く獲れると評判の踏み板+台座セットです。単
価が安いので、多数設置する方に向いています。

10個：18,810円（税込）

10個：27,630円（税込）

10個：48,550円（税込）

価格：1,780円（税込）

くくり罠用踏み板イノシシホイホイ（踏み板のみ） 

踏み板のみの単体販売です。すでに台座をお持ちの方や、別途ご用意いただく方
におすすめです。

製品番号
：kukuriwana00100a 10個：16,910円（税込）

サイズ スネア径

S 12cm

L 17.4cm

サイズ スネア径

S 12cm

L 17.4cm

本 体 

11

踏み板部分を地中に埋めておき、獣がそこを踏み抜いたらバネの力で罠が作動し、ワイヤーが獣の足を括る原理

です。仕掛け方が簡単かつ捕獲率が高くなるよう工夫しています。 

WEBで注文
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02

製品番号：kukuriwana0002 価格：4,070円（税込）

ファーレ旭式★くくり罠 スプリングセット 

組立済のスプリングセット単体での販売です。既に踏み板を用意されていて、出来
上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。

5個：19,300円（税込）

10個：36,700円（税込）

製品番号：kukuriwana0013 価格：20,360円（税込）

くくり罠 パーツ交換・自作キット 

各部材がセットになってお買い得な自作キットです。
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。

製品番号：kukuriwana0009 価格：610円（税込）

足くくり罠用 ステンレス スプリング（ばね）
 
組み立て用のスプリング単体です。既に踏み板等やその他パー
ツをご用意されていて、スプリング単体のみをお探しの方におす
すめです。

25個：13,720円（税込）

製品番号：kukuriwana0018

※Φ4mm 6＊19は、2.1mの長さで切り売りも用意しております。　価格： 250円（税込）

足くくり罠用 ワイヤロープ  

くくり罠の作製に便利なワイヤロープです。ご注文の際は、製
品番号・太さ・長さをお知らせください。

製品番号：kukuriwana0017 価格：10,180円（税込）スプリングセット 5組分＋見本1組

スプリングセット10組分＋見本1組

パーツ類 

※組立工具は付属しませんので、別途お買い求めくださいませ。

太さ 長さ 価格 長さ 価格 長さ 価格

4mm 50m 5,400円 100m 7,800円 200m 12,000円

5mm 50m 5,900円 100m 8,900円 200m 13,600円

6mm 50m 6,500円 100m 10,200円 200m 15,900円

12



製品番号
：kukuriwana0041

価格：30円（税込）

製品番号
：kukuriwana0006

価格：200円（税込）

製品番号
：kukuriwana0007
価格：100円（税込）

製品番号
：kukuriwana0010

価格：200円（税込）

製品番号
：kukuriwana0015
価格：100円（税込）

製品番号
：kukuriwana0042
価格：120円（税込）

03 04

05 06

07 08

アルミクランプ（ス
リーブ）

サルカン 
（より戻し）

シャックル 足くくり罠用  
抜け防止金具 
（くくり金具）

蝶ねじ 
（シングル）

蝶ねじ 
（ダブル）

製品番号
：kukuriwana0019
価格：420円（税込）

09 くくり罠用塩ビ管
セット単体

100個：2,546円（税込）

25個：2,250円（税込）

10%OFF

10%OFF

25個：4,500円（税込）

10%OFF

50個：4,080円（税込）

10%OFF

30個：3,400円（税込）

10%OFF

25本：9,450円（税込）

10%OFF

パーツ 

製品番号
：kukuriwana0025

価格：5,400円（税込）

足くくり罠用ワイヤ
ロープ50m 
4mm  6×19 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製品番号
：hakowana0007

価格：70,880円（税込）

製品番号：
hakowana0010

価格：61,610円（税込）

ファーレ旭式★イ
ノシシ・シカ用囲い
罠ビッグサイズ
【両扉】

ファーレ旭式★イ
ノシシ・シカ用囲い
罠ビッグサイズ
【片扉】

※送料無料（福山通運営業所止め。沖縄・北海道・離島は別途送料がかかります。）

囲い罠 
※受注生産となります  

 
ご発注から発送まで  
6週間程いただきます  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福山通運営業所止め
沖縄・北海道・離島は
別途送料がかかりま
す。



中空になった柄に、ホームセンターに売っている真っ直ぐな長い木の丸棒などを差し込むことで、槍状の止め刺しとして

使用することができます。猪・鹿の止め刺しには、7寸以上がおすすめです。 

 

山刀 

製品番号 サイズ 価格（税込）

naifu0001 ４寸５分（刃長：約140mm、全長：約270mm） 28,600円

naifu0002 ６寸（刃長：約190mm、全長：約330mm） 35,200円

naifu0003 ７寸（刃長：約210mm、全長：約360mm） 35,200円

naifu0004 ８寸（刃長：約240mm 全長：約380mm） 37,400円

naifu0005 ９寸５分（刃長：約280mm、全長：約450mm） 49,500円

フクロナガサは代々の西根正剛が伝統に創意工夫を重ねた業物であ

り、現在も四代目（本名：西根登氏）によって、一本一本手打ちで作られ

ます。獣の首を一打ちで砕くほどの性能で、大量生産の安物とは格段の

品質の違いを誇ります。 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狩猟 
お役立ち品 

山での狩猟活動や農作業に役立つ商品を取り揃えています。いざというときの対

策や、運搬作業、獣の生態の観察に役立つ商品などがあります。 

 

製品番号：goods0005 価格：9,670円（税込）

ノーパンクタイヤ・大容量プラスチック箱船リヤカー

重さ 総重量：13kg 　耐荷重：150kg

サイズ 長さ1360×幅700×高さ810

素材 フレーム：スチール　船：プラスチック

備考 15インチノーパンクタイヤ

15インチノーパンクタイヤ 2輪が付いており、悪路も心配ありません。箱フネは取り外し可能。 10
リットルごとに目印が付いています。  農作業やガーデニング用、キャンプやゴミ出し・防災用品と
しても。

製品番号：goods0004 価格：32,900円（税込）

ノーパンクタイヤ・組立式アルミリヤカー

重さ 総重量：18kg 　耐荷重：120kg

サイズ
荷台サイズ：長さ 910×幅610×高さ300 　全長：長さ 1780×幅610×高さ465 　製品出荷
サイズ（箱）：長 395×幅950×高さ630

素材 フレーム：アルミ合金　タイヤ：発泡ウレタン　スポーク：スチール

備考 20インチノーパンクタイヤ

軽量アルミ製で錆びにくく、重い荷物も運搬がラクラク、あおり（荷台を覆う囲い）が 30センチと高
いため、荷こぼれも起きにくいです。  折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能、自動車での運
搬も可能です。

製品番号：goods0006 価格：36,080円（税込）

捕獲作業用 プロテクショングローブ(動物捕獲用手袋)

高強度、高耐熱で防塵ベストなどにも使われているケブラー素材を使用。  アライグマ、ハクビシン
などの歯牙、爪によるけがのリスクを軽減します。  さらに、防水加工により糞尿から手を守るだけ
でなく、水辺での作業も可能。  汚れた際は洗濯機で洗う事が出来るので、清潔な状態で何度も使
用出来ます。
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サイズ 長さ 腕回り 手囲い

S - M 450mm 175mm 125mm

L - XL 450mm 180mm 125mm



製品番号：goods0003 価格：10,450円（税込）

熊・猪撃退スプレー　ガードアラスカ(Guard Alaska)

アラスカの大自然で熊と共に生活し、熊と偶然遭遇した時に、自分の身を守り、そして熊の尊い命
をも大切にする。  そのような考え方から開発されたのがガードアラスカの「熊除けスプレー」です。  
グリズリベアー・ブラックベアー等のすべての熊そして危険動物に効果があります。

※本商品を持ち運ぶ場合、軽犯罪法等の適用範囲に含まれます。   山間部へ行くための装備、備品などと一緒に持ち
運ぶようにしてください。 熊よけスプレーは催涙スプレーとなるため、危険物に該当し飛行機には持ち込めません。   
理由のない持ち運びは全てが上記法令の規制対象になり得ます。

（大）製品番号：goods0001 価格：2,750円（税込）

熊よけベル TB-K1 森の鈴
音が不要なときは簡単に消音できて、必要なときは音も大きく音色も良いです。
リュックに吊るした状態の「熊避けベル」を片手で引く操作のみで、音を ON/OFFを切り替える事が
出来ます。ボリュームが大きい大サイズと、程よい音色の小サイズがあります。

製品番号：camera001 価格：19,250円（税込）

罠監視用トレイルカメラ

野生動物を撮影するための自動撮影カメラ（トレイルカメラ）です。無人でなおかつ屋外に設置さ
れるよう設計されており、付属のストラップで木などに固定して使用します。

熱を持つ動体から発せられる赤外線を感知して、撮影を開始します。日時・時間帯・温度などの
記録が同時に画像データ上に記録されるので、狩猟や生態観察などに多く使われています。

設置した罠の周辺に設置すれば、獲物がどのような行動をしているか観察できます。

製品番号：camera002 価格：2,540円（税込）

トレイルカメラ用 32GB SDHCカード

 トレイルカメラ本体で撮影した画像  / 動画データを保存するための SDカードです。

・SanDisk社製 class10
・超高速90MB/s (read)、 40MB/s (write)
・U3対応
・4K対応
・サイズ：24 mm x 32 mm x 2.1 mm
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（小）製品番号：goods0002 価格：2,200円（税込）



製品番号：bouchou0001 価格：1,629円（税込）

防鳥剣山 1型 

ハトが来始めた時や被害の出る前に予防的に使用していただくように針の長さを 10cmとしていま

す。コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。鳥がまだ来ていない場所に予防的に

設置するのに最適です。

※すでに被害が出ている場合は、鳩は帰巣本能によってしつこく居座ろうとするので、針の長い2型がおすすめです。

製品番号：bouchou000２ 価格：2,024円（税込）

防鳥剣山 2型 
既にハトやカラスの被害があるところでも完全にシャットアウトするように、針の長さを、 1型（予防

用）よりも長めの 15cmとしています。少し出っ張らせて設置すると、ハトが足を掛けることすらでき

ない設計になっています。

製品番号：bouchou0004 価格：2,623円（税込）

防鳥剣山 2-L型 
針の長さが 4タイプの中で最も長い 18cmタイプです。カラスやシラサギなど足の長い鳥の対策に

効果的な構造になっています。

防鳥 

グッズ  

防鳥剣山 
鳥が集まる場所に設置するだけで飛来を防止し、迷惑なフン害から快適な暮らし

を守ります。独自の特許構造により、初心者の方でも取扱説明書を見ながら簡単

に施工可能です。 

サイズ 高さ103mm×横幅603mm×奥行き60mm

素材 ポリプロピレン製（耐候性）／グレー色

サイズ 高さ147mm×横幅600mm×奥行き78mm

素材 ポリプロピレン製（耐候性）／グレー色

サイズ 高さ180mm×横幅600mm×奥行き78mm

素材 ポリプロピレン製（耐候性）／グレー色
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製品番号：bouchou0005　※屋外用両面テープ付 価格：275円（税込）

1型用止め金具 C-1（1個）
 
防鳥剣山1型専用の取り付け金具です。取り付け簡単、改修工事の際も簡単に剣山本体を取り
外すことができます。屋外用強力テープ付きもあり、施工を簡単にできます（住友 3M製。耐候性 /
ベータテープ使用）。ブロックやモルタル、コンクリート等の激しい凸凹面にも高い接着性を発揮し
ます。

製品番号：bouchou0009 価格：1,650円（税込）

多用途屋外用ボンド（333ml）

防鳥剣山の止め金具 C-1・C-2や、バードブロッカーの伸縮金具に塗布して使用する接着剤です。
※止め金具 C-1・C-2は両面テープ無し版のものをご使用ください。両面テープによる接着後、ボ
ンドでのコーキングをする場合にもご使用いただけます。

製品番号：bouchou0008 価格：902円（税込）

止め金具 ストロングクランプ（1個） 

強い締め付けにも耐えることができる防鳥剣山専用クランプ金具です。橋梁や駅など振動が気に
なるH型鋼・L形鋼などに、防鳥剣山を取り付ける際に力を発揮します。  落下防止設計となってお
り、ドライバーによる強い締め付けが可能、また緩み止め用のナット・スプリングワッシャー付き。

　　　　　　　　　　　  　　　　　※テープ無し 価格：220円（税込）

製品番号：bouchou0005　※屋外用両面テープ付 価格：286円（税込）

2型用止め金具 C-2（1個）
 
防鳥剣山2型および2-L型専用の取り付け金具です。取り付け簡単、改修工事の際も簡単に剣山
本体を取り外すことができます。屋外用強力テープ付きもあり、施工を簡単にできます（住友 3M
製。耐候性 /ベータテープ使用）。ブロックやモルタル、コンクリート等の激しい凸凹面にも高い接着
性を発揮します。

※テープ無し 価格：231円（税込）
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防鳥ワイヤー 

鳥の集まりそうな平面や、パイプ状の場所に設置するだけで鳩の飛来を防止し、迷惑なフン害から快適な暮らしを

守ります。  ワイヤー型なので、建築物の景観を崩さず、高いコストパフォーマンスを発揮します。  

1. 鳥よけワイヤー 

20

1. 鳥よけワイヤー 

２. スプリング 

3. 支柱  ４. バンド 

ステンレスワイヤー（φ0.72） 

産業用ロボットにも使われており、直線使用に最適で丈夫な 7×7ステンレスワイヤーを採用してい
ます。防鳥対策に最適な、細すぎず太過ぎない線径 φ0.72を採用しています。

４. バンド 

ステンレスバンド（φ80〜260） 

防鳥ワイヤーの支柱となる標準ベースセットや、防鳥剣山をパイプ状の場所に設置する際に推奨
している金属バンドです。ラチェット方式で強力な締付け力が得られます。手でレバーを反復させ
るだけで十分に締め付けができ、作業性に優れています。

長さ 20m巻き 50m巻き 100m巻き

製品番号 bouchou0013 bouchou0014 bouchou0015

価格（税込） 2,640円 5,500円 11,000円

周囲 φ80 φ140 φ160 φ260

製品番号 bouchou0021 bouchou0021a bouchou0021b bouchou0021c

価格(税込) 341円 407円 561円 616円



防鳥ワイヤー 
固定具 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製品番号
：bouchou0017
価格：572円（税込）

ワンタッチスプリング
（1個）

製品番号
：bouchou0018
価格：165円（税込）

スプリング 
（1個）

製品番号
：bouchou0020
価格：121円（税込）

ステンレススリーブ
（1個）

製品番号
：bouchou0019
価格：33円（税込）

アルミスリーブ 
（1個）

２. スプリング 

製品番号
：bouchou0010
価格：1,408円（税込）

標準ベースセット（1
セット）

製品番号
：bouchou0011
価格：1,980円（税込）

クランプバンドセット
（1セット）

製品番号
：bouchou0013
価格：1,958円（税込）

ストロングクランプ
セット（1セット）※挟み

幅22mm

製品番号
：bouchou0012a
価格：1,540円（税込）

コンパクトクランプ
セット（1セット）13mm

３. 鳥よけワイヤー用支柱 

製品番号
：bouchou0012
価格：1,760円（税込）

▼16mmタイプ

WEBで注文



2型・2L型用止め金具 C-2 

2型・2L型用止め金具 C-2

クランプ

着脱可能・ステンレス ＜1本に対し2個必要＞

着脱可能・ステンレス製 ＜1本に対し2個必要＞

電動ドライバー対応＜1本に対し2個必要＞ ※電動ドライバー使用の際は焼付き防止のため低速回転で行ってください。  

防鳥剣山 設置方法
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防鳥ワイヤー設置方法
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一直線に設置の場合 

コの字に設置の場合 ・2m間隔で支柱を立て、ワイヤーを張っていきます。 

・スプリングは4mごとに使用してください。 例えば4mの

場所に支柱を3本使って設置する場合、中央の支柱は穴

にワイヤーを通すだけで大丈夫です。 

※L字型やコの字型にワイヤーを張っていく場合は、コー

ナー部分には必ずスプリングを使用してください。 

・終端部の支柱にも必ず支柱を使用してください。 

・スプリングは、スプリングまたはワンタッチスプリングの

いずれかとなります。スプリングのほうを使用される場合

は、スリーブを同数ご用意ください（商品は２１ページ目

参照）。 

2m 10m 20m 50m 100m

1段張り

の場合

支柱 2本 6本 11本 26本 51本

ﾜｲﾔｰ 2.5m 11m 22m 55m 110m

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2個 6個 10個 26個 50個

2段張り

の場合

支柱 2本 6本 11本 26本 51本

ﾜｲﾔｰ 5m 22m 44m 110m 220m

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 4個 12個 20個 52個 100個

各部材の必要数量の目安 



製品番号：kihi0058 価格：62,700円（税込）

防除威嚇機 獣用心棒　KMN-1 

暗くなると3～15分間隔（ランダム）で自動運転を開始。  25種類のリアルな音声が 30秒間ランダム

で発声し、同時に 7色に変化する強烈な LEDフラッシュで獣を激しく威嚇。

猟犬の声・イノシシの悲鳴・獣のうなり声・シカの悲鳴・鉄板をたたく音  一斗缶をたたく音・人間のお

どし声・ヒグマのうなり声・銃声・爆発音などなど  さらに獣感知センサーが近づいてきた獣を感知し

音と光を瞬時に発し獣を追い払う！  

カラス撃退　カラス用心棒  

様々な臨場感のある音で、鳥獣を警戒させ忌避させます。モデルによって、発する音声の種類が異なります。
※電源は自動車用12Vバッテリーを使用します。別途ホームセンター等でご購入ください。ワニ口クリップで繋ぐだけでセット完了です。
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防除 

グッズ  

音を使って 
撃退 

鳥獣被害を防ぐための防除・忌避グッズを取り揃えています。捕獲ではないの

で、狩猟免許が不要。鳥獣を物理的な寄せ付けない防除グッズから、鳥獣の習

性を生かした忌避商品まで幅広く取り揃えています。 

製品番号：kihi0055 価格：41,800円（税込）

１.鳥害対策　防除威嚇機/爆音機 カラス用心棒 KRS-100  

カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声８種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。

製品番号：kihi0056 価格：44,000円（税込）

２.鳥害対策　カラス用心棒２（大音量タイプ）KRS-200 

カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声１６種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。

製品番号：kihi0054 価格：44,000円（税込）

３.鳥害対策　防除威嚇機/爆音機 用心棒 R-100M4 

電子音と高周波音で鳥獣を撃退する電子防除機です。安全な電子音による防除を目的として開発されており、田んぼ・果樹園・

畑・工場等で広くご利用いただいております。鳥類、イノシシ、シカ、クマ、サルなどの鳥獣に効果を発揮します。

製品番号：kihi0057 価格：50,600円（税込）

４.鳥害対策　カラス用心棒 SS（エスエス）KRS-SS1  

昼間はカラス撃退マシンとして、夜間は防犯で使用いただける最新モデルです。カラスが嫌う音声２７種類をランダムに臨場感

たっぷりで再生するとともに、人感センサーで侵入者を感知し警告音声を自動で流すことができます。
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唐辛子成分などの臭いによる強力な忌避効果を発揮します。さらに、視覚（獣が嫌う色と揺れ）に

よっても獣を警戒させます。一定期間吊るすだけですから、設置がとても簡単です。効果は長期

間（約１年間）持続します。人にも環境にもやさしい商品なので、安心して使用できます。

NEXCO（高速道路）や JR（鉄道）でも多数使用されており、その効果は実証済みです。

※イノシシタイプとイノブタタイプで分かれています。イノブタタイプには鈴が付属。  

製品番号：kihi0059 価格：33,407円（税込）

電気や薬剤を使わない　アブキャップ 

電気も薬も使わない！環境にも家畜にも優しいアブ対策

「やばいぐらいアブが取れる！」と評判のアブ対策器です。アブの習性を利用して

集めるため、電気も薬も使いません。酪農・畜産業を営む皆様におすすめの商品

です。

匂い・習性 
で撃退 

獣が嫌がる匂いや、修正を利用して田畑や家屋に侵入させないようにするグッズです。 

忌避シート　各50枚×2セット 

商品名 製品番号 価格（税込）

イノブタ対策 kihi0048 40,330円

イノシシ対策 kihi0049 40,330円

シカ対策 kihi0050 67,220円

屋内用アライグマ・ハクビシン対策 kihi0051 26,480円

アブが取れるメカニズムと効果

温度の高いものへ近づいていくアブの習性を利用しています。

日光で熱を帯びたボール部に乗ってきたアブは、血を吸おうとボールの上を歩きまわり、次第に上に上がっていきます。

上部にある筒は、アブが一度入ったら出れない仕組みになっており、これにより薬品や電気を使用することなくアブを駆除すること

ができます。筒上部のフタは開けられますので、直接触れずにポイっと捨てることが可能です。

WEBで注文



製品番号：kihi0060 価格：66,000円（税込）

害獣侵入防止装置 わたれませんLIGHT 本体 

人や車は通行可能ですが、イノシシやシカは忌避する侵入防止床本体です。

幅：900mm 奥行き：790mm 高さ：120mm
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物理的に 
侵入防止 

設置イメージ

人や車は通行可能ですが、イノシシやシカは忌避する侵入防止床です。防獣柵の出入り口対策でお悩みの方に、

特にオススメです。本体とスロープを組み合わせてお使いください。  

製品番号：kihi0061 価格：55,000円（税込）

防獣 猪 鹿 害獣侵入防止装置  

わたれませんLIGHT スロープ 

本体の設置に必要なスロープとなります。平らな地面に置いて、ボルト等で幅や奥行方向に連結

する構造なので、設置が容易です。総重量 4tの荷重まで車などで通行可能です



ついに夏鹿捕獲に成功！ 

超大物を箱罠でゲット！

仕掛けてすぐに4匹捕獲！

イノシシホイホイ Lサイズ（カタログ 10ページ）を使用。

箱罠ビッグサイズ【片扉】（カタログ 7ページ）を使用。

箱罠ビッグサイズ【片扉】（カタログ 7ページ）を使用。

イノホイ通信  - みんなの捕獲レポート  -

『踏み板イノシシホイホイ Lサイズ で、ついに夏鹿（中型の牡鹿）を
捕獲しました。スプリング部分は自作しています。（九州地方・男
性）』 
 
 

ショップスタッフコメント

立派な牡鹿の捕獲報告をいただきました。イノシシホイホイはベテ
ラン猟師監修のもと型取りし、射出成型で製造することによって製
造コストを抑え、お安く提供させていただいています。

初心者からベテランまで多くの好評をいただいており、イノシシ・シ
カ・アナグマなどの捕獲実績も多数です。

『イノシシが 箱罠ビッグサイズ に入りました。デカイです。猟友会に
止め刺しと解体をしてもらいました。計量したところ１５０キロあった
そうで、めったにない大物でした。ちなみに、オスです。（中国地方・
男性）』

（九州地方・男性）』 
 
 

ショップスタッフコメント

まるまる肥えた大物ですね。栄養状態もかなり良かったと思われ、
被害も多かったのではないでしょうか。相当力も強いと思われます。

イノホイの箱罠は力の強いイノシシにも負けない頑強仕様。仕掛け
構造もシンプルで、様々な工夫を加えることができます。

『先日納品頂いたイノシシ箱罠ですが、早速お客様より、イノシシ ４
匹がかかったとのご連絡を頂きました。
大変満足しているようです、ありがとうございました。
（環境対策事業の企業様）』

（九州地方・男性）』 
 
 

ショップスタッフコメント

箱罠を用いれば、個体や設置条件次第ですが、仕掛けてすぐに一
網打尽で捕獲できることもあります。

商品についてのお問合せ・ご要望、捕獲に関するお問合せに関して
も、ご遠慮なくお問合せくださいませ。

★皆様からの捕獲レポートお待ちしております！

イノホイの罠を使って捕獲した際のストーリーや写真を募集しております。他にも鳥獣被害の現状や、地域での取り組みについてお聞かせ
いただけますと幸いです。イノホイ通信をつうじて皆様に紹介させていただき、同じく被害に悩む方の励みとなりますと幸いです。電話
・FAX・メールにて、ご連絡お待ちしております。
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販売主：株式会社 refactory

〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西 3丁目10-27 リバティスクエアビル 5階

50,000円以上する箱罠は、結果が出る

のはわかっているけど…

なかなか購入に踏み切れない。

くくり罠以外にも効果的な方法で捕獲

をしたいが金額が高くて…

捕獲助成金で支払いがしたい。

と、お悩みの方へ

欲しかった罠が月々2,000円〜 分割払いで購入ができます！！

最大30万円まで、一括 /分割/リボの各種支払い回数、しかも後払いにてご購入いただけます。

お支払い方法は口座振替の他、コンビニ払込も可能です！

余裕をもって支払いをしたい方に最適なお支払い方法となっておりますので是非ご活用下さい。

審査が通れば最大 30万円までのご購入を分割お支払いでご購入が可能です。

※分割払いには後払いワイドの審査が必要です。

詳しくは以下お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

申込資格 18歳以上  (高校生不可、大学生・専門学生可)

分割払い回数 2〜36回　※指定できない回数があります

分割・リボ払い手数料率 利用月の翌々月 1日　※ 1回払いの場合、前月2日~当月1日までの利用を翌月1日にお支払いいただきます

支払手数料

コンビニ  : 60~300円 〔税別〕

振 込 : 金融機関により異なります  
口座振替  : 無料

はじめやすい

※受付時間　平日9：00 ～ 17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

▼ 受付時間外の場合はメールでお問い合わせも

イノホイ 

ご注文はインターネットでも！ 

https://inohoi.com/  



ファックス送信方向 

FAX番号：0985-68-3695

※お急ぎの方、また用紙に書ききれない方はお電
話で当店までお申し付けください。

　　     050-8880-2330
 

   　     （電話受付：平日午前  9 : 00～午後5 : 00）

ご注文＆見積もり依頼用紙  

ご

依

頼

主

様

情

報

お名前

ご住所

/お届先

〒

電話

ご連絡先

FAX
ご連絡先

（任意）

メール

ご連絡先

（任意）

　　　　　　　　　　　　　　　　@

□
見積もり依頼

▼見積書のあて名

（　　　　　　　　　　          　 　）

□郵送　□FAX　

□メール

□
ご注文

お支払方法    □ 銀行振込（前払い）

　　　      □ 代引き

左記住所に発送。
※ビッグサイズ・ミディアムサ

イズ箱罠は重量物のため、最

寄の福山通運の営業所止と

なります。

以下に、☑ および必要項目をご記載ください。

▼見積もりの内訳  または ご注文商品の内訳をご記入ください 。

カタログの各商品に書かれている、製品番号をご記載ください。

見積もりする商品 または 注
文商品の数量をご記載くだ

さい。

１
個

２
個

３
個

４
個

５
個

６
個

７
個

８
個

1/1

〒880-0001 
宮崎市橘通西3丁目10−24 竹原第三ビル4階
株式会社リファクトリー

※製品番号について
製品番号は、カタログ中に記載されております。


