
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。

本誌が届いたお客様へ特別クーポン 

ご利用期間：2020年10月16日〜2020年10月31日 
※お一人様一回限りのご利用となります。 

クーポンコード：inohoi202010

携帯のカメラ等で左の
QRコードをかざせば、
新サイトにアクセスする
ことができます。

全品

５％
OFF 使い方：上記クーポンコードをインターネット注文の際のお客様情報入力画面でご入

力いただくか、電話・ FAX注文の際にお知らせくださいませ。

特
別

クー
ポ

ン 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くくり罠

解体用品

囲い罠

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 ３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。

運搬用品・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。

１５ページ

９ページ～

１７ページ

１８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。

罠監視用カメラ

罠を監視し大切な田畑や家屋を守ります。

１５・１６ページ
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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。

３３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。

２３ページ～

電気柵

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。

３１・３２ページ

※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

ご注文・お問合せ・ご依頼はWEBからが便利！！
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。

※ご注文方法について詳しくは、 37・38ページ目をご参照ください。
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イノシシ・シカ・キョンなど大型獣の捕獲に適した、高捕獲率・頑強仕様の箱罠です。 

頑丈でよく獲れるのが一番の特徴です。安価なワイヤーメッ

シュ製ではなく、頑強な異形鉄筋を使用。 3分筋を使用して

格子網を全箇所溶接しております。

さらに要所を 4分鉄筋、5分鉄筋で補強、非常に頑強な構

造です。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで

連結して組み立てます。

シリーズ累計販売台数 10,000台以上の実績があり、猟友会や自

治体の方々にも多くご愛顧いただいております。
※2018年12月現在。

捕らえた獲物が箱罠の内部から持ち上
げるのを防止する機構がついています。

設置中の事故を避けるため、誤落下防
止のためのストッパーが付属します。

WEBで注文

作動方式はシンプルな蹴り糸式。工夫次第で様々な応用が可能です。

トリガー部分のワッシャーに蹴り糸を結び付けます。獣が蹴り糸に触れ、ワッシャーが下に落ちると、ワイ

ヤーロープがトリガー棒から外れ、扉が落ちる仕組みです。

蹴り糸は、丈夫で見えにくいヒモ（例：細いワイヤロープ(1～2mm)を黒く塗装、手芸用のステンレスワイヤー

を使用、麻のひも、カズラ・つる草、ピアノ線など）を使用します。

※蹴り糸は商品に付属しません。ご使用前にホームセンター等で別途ご準備ください。
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作業中→ 
( ゚ ◇ﾟ)ゞ

ファーレ旭式 箱罠

北海道

東北地方

中部地方

関東地方

7台

約500台

約600台

約400台

関西地方

中国地方

四国地方

九州地方

約700台

約1400台

約1200台

約5200台

納品実績多数！皆様に選ばれています

納品実績多数！皆様に選ばれています  

納品実績多数！皆様に選ばれています  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日々改善を重ね、高い捕獲率を実現しました。購入いただいたお客様から、たくさんの捕

獲報告をいただいています。初心者の方からベテランの方まで、安くて良く獲れると好評

をいただいています。

“慣らしが早いのか、

２週間で小型いのしし

５匹同時にかけました。

WEBで注文
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※商品の配送について

上記の箱罠は重量物のため、福山通運の営業所止めとなります（北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります）。

ご注文の際に、お近くの営業所をご指定ください。 1〜2基であれば、軽トラックもしくはミニバンにも積載が可能です。

なお 営業所から遠い場合は直送も承ります（お荷物は車上渡しとなります。直送運賃として別途　税込  　7,150円かかります）。

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

ビッグサイズ 片扉 H01 ¥56,520 (税込・送料込※) 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m 約110kg

ビッグサイズ【両扉】 H02 ¥65,790 (税込・送料込※) 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m 約120kg

ミディアムサイズ 片扉 H03 ¥46,850 (税込・送料込※) 幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8m 約80kg

箱罠+センサーで

イノシシ対策

注文番号：H04
¥48,180（税込・送料込）

アニマル

センサーライト

簡単操作の廉価版！ マグネット式の本格版

警戒心の高い成獣が箱罠に入らず、幼獣ばかりが捕獲されるという場合に活躍するセン

サーです。簡単操作で楽々設置をモットーに、機械の操作が苦手な方も問題なくご利用い

ただいています。

とにかく
　　よく獲れる！

“四月から有害駆除ですが鹿と

猪で3頭とることができました。

組み立て式ですが

丈夫な作りで頑丈です。 “昨年度初めての有害鳥獣

駆除で猪５頭捕れました。

今年度箱罠を追加で購入

しようと思います。

“設置してすぐに2つの檻で捕獲

できました。組み立ても思った

より簡単で、初めてでも30分程

度で組み立てることができまし

た。

注文番号：H05
¥110,000（税込・送料込）

アニマル

センサー2

4



箱罠単体パネル
イノシシ・シカ用箱罠をメンテナンスしながらより長くつかえるように。 

WEBで注文箱罠
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当店のイノシシ・シカ用箱罠は6面のパネルで構成されており、一式が揃ったセット単位で

販売しております。しかし、野生獣の中でも特に大型イノシシは非常に力が強く、予期せぬ

大物が箱罠を一部変形破損させてしまう場合があります。

そこで、当社で箱罠を購入いただいた場合は、交換用としてパネル一枚単位でもご購入い

ただけるようにいたしました。

一式買い替えよりもメンテナンスコストを削減でき、撤去や組立の労力も軽減できるため、

被害対策をより継続しやすく、皆様が安心して捕獲活動に取り組めるようにいたしました。

A）扉…扉が破損した場合や、片扉を両扉としてお使いになりたい場合に。

B）側面パネル（トリガー付）…トリガー付の側面パネルが破損した場合の交換用に。

C）側面/底面パネル…トリガー無しの側面パネル。底面パネルとしてもお使いいただけます。

D）天井パネル…ワイヤーを通すためのガイド、扉側の端部には補強のためのL字アングル付。

商品名 注文番号 価格

箱罠ビッグサイズ 片扉 / 両扉用 P1 ¥18,700 (税込)

箱罠ミディアムサイズ 奥深タイプ用 P2 ¥15,400 (税込)

E）背面パネル…背面パネルが破損した場合の交換用として。また扉部分の網としても利用可能。

商品名 注文番号 価格

箱罠ビッグサイズ 片扉 / 両扉用 P3 ¥18,480 (税込)

箱罠ミディアムサイズ 奥深タイプ用 P4 ¥16,060 (税込)

商品名 注文番号 価格

箱罠ビッグサイズ 片扉 / 両扉用 P5 ¥16,720 (税込)

箱罠ミディアムサイズ 奥深タイプ用 P6 ¥14,300 (税込)

商品名 注文番号 価格

箱罠ビッグサイズ 片扉用 P7 ¥16,720 (税込)

箱罠ビッグサイズ 両扉用 P8 ¥16,720 (税込)

箱罠ミディアムサイズ 奥深タイプ用 P9 ¥14,300 (税込)

商品名 注文番号 価格

箱罠ビッグサイズ 片扉 / 両扉用 P10 ¥12,100 (税込)

箱罠ミディアムサイズ 奥深タイプ用 P11 ¥11,000 (税込)

税込￥19,800以上お買い上げで送料無料となります。また、日本全国直送対応可

能です（箱罠一式購入の場合は福山通運営業所止めとなります）。
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WEBで注文
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商品名 注文番号 価格

箱罠用トリガー（単体） T1 ¥2,420 (税込)

当店のイノシシ・シカ用箱罠（ビッグサイズ・ミディアムサイズ）に適したトリガーを単体で販売い

たします。

※受注生産となり、ご注文から発送まで  6週間～ほどいただきます。また、網目や箱罠のサイ

ズによっては適合しない場合もありますので、ご注意ください。

★トリガーの取付け位置について

×：垂直方向の位置変更
は不可

〇：水平方向には位置変更可能

トリガーの取り付け位置によって、仕掛けがうまく動作しない場合があり

ます。

左図のとおり、当店の箱罠のトリガーは網目の一番高い位置に配置さ

れています。この位置から水平方向にトリガー位置を変えることは可能

ですが、設置位置の高さ（垂直方向）を変えると仕掛けがうまく作動しま

せん。

トリガー単体で購入される場合は、取り付け対象の箱罠をよくご確認の

うえご検討ください。

また、当店の箱罠ビッグサイズやミディアムサイズの網目に適合するよ

う設計されておりますが、それ以外の箱罠に取付蹴る場合は網目のサ

イズにトリガーが適合するかご確認ください。

6

箱罠単体トリガー ※トリガー：蹴り糸式箱罠に使う仕掛け部分 

当社が取り扱う箱罠のなかでも、サルを捕獲するよう設計された商品です。
φ4mmのワイヤーメッシュ（網目： 50mm×50mm）を使用し、網全周を３分
異径鉄筋で縁取り加工しています。
※ウリボウ、ハクビシン、アナグマなど小動物の捕獲も可能です。

サルが餌を探したり、移動する時によく見える場所を見つけて設置してくだ
さい。重量は約 40kgと、大型の箱罠に比べると軽量のため、群れの行動
に合わせて設置場所を変えることが容易です。
※「ファーレ旭式」は、株式会社 refactoryの登録商標です
（登録番号：第 6179294号）。

注文番号：H06
¥42,900（税込・送料込）

ファーレ旭式 サル用箱罠【片扉】



折り畳みタイプ箱罠
アライグマ・アナグマ・ハクビシン・タヌキなど小動物の捕獲に適した、廉価・お手軽タイプの箱罠です。 

販売開始以降、多くのお客様にご愛顧いただいており、捕

獲実績も多数。とにかく早くお手軽に捕獲されたいお客様に

おすすめの商品になります。

害獣の捕獲だけでなく、TNR活動等に使用されるお客様も

いらっしゃいます。対応できる獣の範囲が広いので、様々な

シーンでご利用になれます。

折り畳まれた状態から手で広げて、補強
パーツを取り付ければ組立完了です。

持ち手の下部分に鉄板を付けており、網
の中から危害を加えられても怪我をしに
くい設計。

WEBで注文箱罠
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商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

折り畳み箱罠

スモールサイズ
H07 ¥3,400 (税込・送料別※) 奥行：66cm×幅：23cm×高さ：26cm 約3kg

折り畳み箱罠

ミディアムサイズ
H08 ¥4,400 (税込・送料別※) 奥行：79cm×幅：28cm×高さ：33cm 約4kg

折り畳み箱罠

ビッグサイズ
H09 ¥6,400 (税込・送料別※) 奥行：94cm×幅：34cm×高さ：37cm 約5.5kg

小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。
格子網  線径4ｍｍ×マス目50ｍｍ、格子網パネルを 3分筋で縁取り補強し
ています。大人が乗ってもびくともしません。

当店のイノシシ・シカ用箱罠と同じく、蹴り糸で作動するタイプです。※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。

耐用期間が長いため、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。

◎ 幅0.4ｍ×高さ 0.4ｍ×奥行0.8ｍ（総重量約 20kg）

注文番号：H10
¥22,400（税込・送料込）

ファーレ旭式 箱罠スモールサイズ

※5台まとめ買いで10％割引となります。また、税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。

頑強・本格タイプの小動物用箱罠
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箱罠の付属部品

WEBで注文
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蹴り糸を使った箱罠にお

いて、糸の抵抗を減らす

ために使います。

ネズミ捕獲 箱罠

吊り餌方式で簡単設置の箱罠です。ネズミが頻繁に出没する場所や、糞が落ちている

場所、餌場などに設置します。網目が小さいため、ネズミと同じようなサイズの動物の

捕獲にもおすすめ。

業務用ネズミ捕獲器　シーソーキャッチ

ネズミ駆除歴50年の達人が開発。組立・設置も簡単、効果抜群の業務用ネズミ捕獲器

です。力のかかる仕組ではありませんので、バネ仕掛などに比べ安心安全です。掛

かったネズミの姿を見たくない方は、捕獲器ごと処分できます。

素材 　紙製　※上質紙なので湿気に強く長持ちします

備考 　オリジナルおびき寄せエサを 2個同梱しています。

注文番号：H13
￥2,800（税込・送料別※）

分解・組立式の箱罠の各

パネルを連結するための

部品です。

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

ネズミ捕獲 箱罠 ス
モールサイズ

H14 ¥1,100
 (税込・送料別 ※)

全長23.5cm×幅

11.5cm×高さ11.5cm
約350g

ネズミ捕獲 箱罠 
ラージサイズ

H15 ¥1,600
 (税込・送料別 ※)

全長27.5cm×幅

14.5cm×高さ14.5cm
約500g

ベテランのノウハウが蓄積された捕獲器です。

ビル等に大量設置される場合は、被害内容や物件情報をお知らせください。

必要な数量や捕獲のためのアドバイスをいたします。
ネズミ捕獲 

注文番号：H11
¥200（税込）

箱罠用滑車

注文番号：H12
¥120（税込）

ワイヤークリップ

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。
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くくり罠ストロング
アーム（ワイヤーを取り付ける部分）は鉄製、他の部分も肉厚の樹脂を採用しており、非常に頑丈です。 

踏板部分を従来の木製から樹脂製に改良した人気モデル

です。木製版よりも耐久性アップ、また板が水を吸わないの

で、水を吸ったことによる膨張・剥離によって動作不良とな

る心配が無くなりました。

座には爪楊枝を指す穴が 6個あいており、塩ビ管に指す爪

楊枝の本数で、踏み板が落ちる荷重を調節することができ

ます。

踏み板＆台座：獣が板を踏むと、踏み板
が台座内に落ちて、レールが上方に跳
ね上がります。

スプリングセット ：獣の足をくくる部分の
ワイヤーの輪（スネア）を踏み板のレール
に取り付け、バネを圧縮し使用します。

WEBで注文箱罠

くくり
罠

囲い
罠

解体
用品

お
役
立
ち
品
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鳥
グ
ッ
ズ
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電気
柵

カメ
ラ
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罠
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立
ち
品
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鳥
グ
ッ
ズ

忌避
剤

電気
柵

カメ
ラ

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

折り畳み箱罠

スモールサイズ
H06 ¥3,400 (税込・送料別※) 奥行：66cm×幅：23cm×高さ：26cm 約3kg

折り畳み箱罠

ミディアムサイズ
H07 ¥4,400 (税込・送料別※) 奥行：79cm×幅：28cm×高さ：33cm 約4kg

折り畳み箱罠

ビッグサイズ
H08 ¥6,400 (税込・送料別※) 奥行：94cm×幅：34cm×高さ：37cm 約5.5kg

※5台まとめ買いで10％割引となります。また、税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。

頑強・本格タイプの小動物用箱罠

■ 商品ラインナップ A）完成品…踏み板＋台座＋スプリングセットが一式になったお買い得セットです。

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠ストロング

完成品

Sサイズ：短径12cm×長径18cm K01

¥5,110 (税込)Mサイズ：短径15cm×長径20cm K02

Lサイズ：短径18cm×長径22cm K03

B）踏み板＋台座セット…踏み板＋台座のセットです。スプリングセットは別途となります。

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠ストロング

踏み板＋台座セット

Sサイズ：短径12cm×長径18cm K04

¥3,070 (税込)Mサイズ：短径15cm×長径20cm K05

Lサイズ：短径18cm×長径22cm K06

C）踏み板のみ…踏み板のみの単体販売になります。

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠ストロング

踏み板のみ

Sサイズ：短径12cm×長径18cm K07

¥2,640 (税込)Mサイズ：短径15cm×長径20cm K08

Lサイズ：短径18cm×長径22cm K09

D）台座のみ…台座のみの単体販売になります。破損したり無くなったりしてしまった時に。

商品名 サイズ 注文番号 価格

くくり罠ストロング

台座のみ

Sサイズ用 K10

¥880 (税込)Mサイズ用 K11

Lサイズ用 K12
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WEBで注文

箱罠

くくり
罠

囲い
罠

カメ
ラ

解
体
用
品

お
役
立
ち
品

防
獣
グ
ッ
ズ

電気
柵

防
鳥
グ
ッ
ズ

ネズミ捕獲 箱罠

吊り餌方式で簡単設置の箱罠です。ネズミが頻繁に出没する場所や、糞が落ちている

場所、餌場などに設置します。網目が小さいため、ネズミと同じようなサイズの動物の

捕獲にもおすすめ。

業務用ネズミ捕獲器　シーソーキャッチ

ネズミ駆除歴50年の達人が開発。組立・設置も簡単、効果抜群の業務用ネズミ捕獲器

です。力のかかる仕組ではありませんので、バネ仕掛などに比べ安心安全です。掛

かったネズミの姿を見たくない方は、捕獲器ごと処分できます。

素材 　紙製　※上質紙なので湿気に強く長持ちします

備考 　オリジナルおびき寄せエサを 2個同梱しています。

注文番号：H12
￥2,800（税込・送料別※）

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

ネズミ捕獲 箱罠 ス
モールサイズ

H13 ¥1,100
 (税込・送料別 ※)

全長23.5cm×幅

11.5cm×高さ11.5cm
約350g

ネズミ捕獲 箱罠 
ラージサイズ

H14 ¥1,600
 (税込・送料別 ※)

全長27.5cm×幅

14.5cm×高さ14.5cm
約500g

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。

熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が

極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安

いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テ

ストや調整に使用することもできます。

コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン

使える商品です。

踏み板＆台座：獣が板を踏むと、踏
み板が台座内に落ちて、レールが上
方に跳ね上がります。

スプリングセット ：獣の足をくくる部
分のワイヤーの輪（スネア）を踏み
板のレールに取り付け、バネを圧
縮し使用します。

イノシシホイホイ
樹脂成型によって価格を抑えながらも、よく獲れると好評のくくり罠。 
数多く設置したい人におすすめ。 

A）完成品…踏み板＋台座＋スプリングセットが一式になったお買い得セットです。

B）踏み板＋台座セット…踏み板＋台座のセットです。スプリングセットは別途となります。

C）踏み板のみ…踏み板のみの単体販売になります。

D）台座のみ…台座のみの単体販売になります。破損したり無くなったりしてしまった時に。

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠イノシシホイホイ

完成品

Sサイズ：直径12cm K13
¥3,960 (税込)

Lサイズ：直径17.4cm K14

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠イノシシホイホイ

踏み板＋台座セット

Sサイズ：直径12cm K15
¥1,980 (税込)

Lサイズ：直径17.4cm K16

商品名 アーム（スネア）径 注文番号 価格

くくり罠イノシシホイホイ

踏み板のみ

Sサイズ：直径12cm K17
¥1,780 (税込)

Lサイズ：直径17.4cm K18

商品名 サイズ 注文番号 価格

くくり罠イノシシホイホイ

台座のみ

Sサイズ用 K19
¥330 (税込)

Lサイズ用 K20

税込￥19,800以上お買い上げで送料無料となります。

完成品および踏み板＋台座セットは、10個まとめ買いで 5%OFFとなります。
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くくり罠

パーツ交換・自作キット

スプリングセットの使い方

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、すぐに使えるスプリング一式をお探しの方におすすめです。 

WEBで注文箱罠

くくり
罠

囲い
罠

解体
用品

お
役
立
ち
品

防
鳥
グ
ッ
ズ

忌避
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電気
柵

カメ
ラ
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お
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立
ち
品

防
鳥
グ
ッ
ズ

忌避
剤

電気
柵

カメ
ラ

① 踏み板のアーム部分に、ス

ネアワイヤーを巻き付けます。

② スネアと反対側のワイヤーを

立木等の支柱にシャックルを

使って連結します。

③ 塩ビ管のキャップを掴んで矢印の方向に力をかけて、押しバネを

圧縮させます。バネを圧縮しきったら、ストッパーの蝶ねじを締めて固

定します。

※押し込む際は、塩ビ管の筒ではなく  キャップ部分を掴んで力をかけるよう

にしてください。部品交換の効率等を考慮し、キャップと塩ビ管は接着されて

いません。

スネアワイヤー

シャックル

塩ビ管キャップ

商品名 規格 詳細 注文番号 価格

スプリングセット

圧縮時荷重

9.8kgばね使用

女性や高齢の方でも圧縮できるよう荷重を調整し、作動も安定し

ている当店標準強度のステンレススプリングです。ストロング踏み

板と相性が良いです。

K21

￥3,500
（税込・送料別※）

圧縮時荷重15.4kg
ばね使用

空ハジキ対策として瞬発力をあげるために、強めの荷重をお求め

のお客様におススメのステンレススプリングです。踏み板イノシシ

ホイホイと相性が良いです。

K22

※5個まとめ買いで5％割引・10個まとめ買いで10％割引となります。税込合計19,800以上は送料無料となります。

※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。

商品名 規格 注文番号 価格

自作キット ：
スプリングセット

5個分＋見本1組

圧縮時荷重9.8kgばね使用 K23
￥11,180
（税込・送料別）

圧縮時荷重15.4kgばね使用 K24

自作キット ：
スプリングセット

10個分＋見本1組

圧縮時荷重9.8kgばね使用 K25
￥20,360
（税込・送料込）

圧縮時荷重15.4kgばね使用 K26

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。

くくり罠

パーツ交換・自作キット

※各部名称
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箱罠の付属部品

WEBで注文

箱罠

くくり
罠

囲い
罠

カメ
ラ

解
体
用
品

お
役
立
ち
品

防
獣
グ
ッ
ズ

電気
柵

防
鳥
グ
ッ
ズ

くくり罠用 ステンレス スプリング（ばね）

くくり罠に適したステンレスばねです。女性や高齢の方にも扱いやすい荷重9.8kgと、強

じん版となる荷重15.4kgの2タイプがあります。

くくり罠用パーツ 

※25本まとめ買いで 10％割引となります。税込合計 19,800以上は送料無料となります。

商品名 規格 注文番号 価格

ステンレス スプリング（ば

ね）

圧縮時荷重9.8kg K27
￥610
（税込・送料別※）

圧縮時荷重15.4kg K28
￥890
（税込・送料別※）

ワイヤーストッパー ワイヤーの位置決めや圧縮した押しバネのストッパー、過締まり防止金具として。

※税込合計19,800以上は送料無料となります。

材質
対応

ﾜｲﾔ径

注文

番号

価格

(税込)

めっき

4mm K29 ¥120

5mm K30 準備中

6mm K31 準備中

ステンレス

4mm K32 ¥140

5mm K33 ¥160

6mm K34 ¥180

材質
対応

ﾜｲﾔ径

注文

番号

価格

(税込)

めっき

4mm K35 ¥100

5mm K36 準備中

6mm K37 準備中

ステンレス

4mm K38 ¥110

5mm K39 ¥130

6mm K40 ¥140

a）2点止めタイプ b）1点止めタイプ

内径
対応

ﾜｲﾔ径

注文

番号

価格

(税込)

13ｍｍ

4mm K47 ¥420

5mm K48 準備中

6mm K49 準備中

板厚
対応

ﾜｲﾔ径

注文

番号

価格

(税込)

2.6ｍｍ

4mm K41 ¥200

5mm K42 準備中

材質
対応

ﾜｲﾔ径

注文

番号

価格

(税込)

真鍮

4mm K43 ¥120

5mm K44 準備中

軸径 注文番号
価格

(税込)

6ｍｍ K45 ¥100

8mm K46 ¥160

※50個まとめ買いで 10％割引！※30個まとめ買いで 10％割引！

くくり金具

捕獲した際の、足抜け防止用として。

※25個まとめ買いで 10％割引！

より戻し（サルカン）

ワイヤーの捻じれ防止に。

シャックル（ステンレス）

支柱となる木などに固定するための金具。

塩ビ管セット

圧縮した押しバネを納めるカバーです。

※25個まとめ買いで 10％割引！

※25個セット買いで 10％割引！

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。
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足くくり罠用 ワイヤロープ

WEBで注文箱罠
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くくり罠に必須となるワイヤロープです。国内製造メーカーにて、嗅覚の強いイノシシの捕獲にも適したものを選定しています。 

※ワイヤー構造の仕様について

ワイヤーロープは素線を撚り合わせたストランドを、中心

の心綱を中心に複数撚り合せて作られています。

たとえば右図の断面でいうと、19本の素線を撚り合わせ

たストランドが6本あり、「6×19」といった規格の表記になり

ます。素線の本数が多いほうが柔らかくなりますが、その

分ねじれやすくなります。

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19

2.5m K50 ￥250

30m K51 ￥4,620

50m K52 ￥5,400

100m K53 ￥7,800

200m K54 ￥12,000

6×24

30m K55 ￥6,270

50m K56 ￥8,030

100m K57 ￥12,760

200m K58 ￥21,450

Φ4mmワイヤー 

※税込合計19,800以上は送料無料となります。メーカー直送品は、弊社発送品とは別々にお届けします。

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19

30m K67 ￥5,170

50m K68 ￥6,050

100m K69 ￥8,900

200m K70 ￥13,600

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19

30m K59 ￥5,280

50m K60 ￥8,800

100m K61 ￥14,630

200m K62 ￥25,300

7×19

30m K63 ￥6,160

50m K64 ￥9,900

100m K65 ￥13,750

200m K66 ￥25,630

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19

30m K71 ￥6,600

50m K72 ￥10,230

100m K73 ￥19,690

200m K74 ￥35,200

7×19

30m K79 ￥6,930

50m K80 ￥10,670

100m K81 ￥21,780

200m K82 ￥37,400

メッキ
高強度で安価。交換頻度が高い場合にお勧め。

ステンレス
長時間地中に埋めても錆びずにしなやか。

Φ4mmワイヤー 

Φ5mmワイヤー 

Φ5mmワイヤー 

13

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19
30m K83 ￥5,940

50m K84 ￥6,500

6×24
30m K85 ￥6,380

50m K86 ￥8,360

Φ6mmワイヤー 

規格 販売単位 注文番号 価格(税込・送料別※)

6×19
30m K87 ￥8,800

50m K88 ￥13,530

7×19
30m K89 ￥9,460

50m K90 ￥14,520

Φ6mmワイヤー 

規格 経 注文番号 価格(税込・送料別※)

7×7(10m)

1mm K91 ￥1,650

1.5mm K92 ￥1,672

2mm K93 ￥1,749

その他（SUS） 
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ネズミ捕獲 箱罠

吊り餌方式で簡単設置の箱罠です。ネズミが頻繁に出没する場所や、糞が落ちている

場所、餌場などに設置します。網目が小さいため、ネズミと同じようなサイズの動物の

捕獲にもおすすめ。

業務用ネズミ捕獲器　シーソーキャッチ

ネズミ駆除歴50年の達人が開発。組立・設置も簡単、効果抜群の業務用ネズミ捕獲器

です。力のかかる仕組ではありませんので、バネ仕掛などに比べ安心安全です。掛

かったネズミの姿を見たくない方は、捕獲器ごと処分できます。

素材 　紙製　※上質紙なので湿気に強く長持ちします

備考 　オリジナルおびき寄せエサを 2個同梱しています。

注文番号：H12
￥2,800（税込・送料別※）

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

ネズミ捕獲 箱罠 ス
モールサイズ

H13 ¥1,100
 (税込・送料別 ※)

全長23.5cm×幅

11.5cm×高さ11.5cm
約350g

ネズミ捕獲 箱罠 
ラージサイズ

H14 ¥1,600
 (税込・送料別 ※)

全長27.5cm×幅

14.5cm×高さ14.5cm
約500g

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。

・かしめ作業の際は、必ずワイヤー径に

適合したクランプ（スリーブ）をご使用く

ださい。

・スリーブ1個あたり、2ヵ所加締めること

ができます。ワイヤーを2回通すダブル

タイプです。

・専用工具のスエージャーを使って加締

めを行ってください。

アルミクランプ（スリーブ）
くくり罠の輪を作るために必須となるスリーブです。 

形状 対応ﾜｲﾔ-径 注文番号 価格（税込）

楕円型

4mm K94 ¥20

5mm K95 ¥25

6mm K96 ¥30

8字（ダルマ）型

4mm K97 ¥25

5mm K98 ¥30

6mm K99 ¥35

※100個まとめ買いで 15％割引！

上記スリーブをワイヤーに加締めるには、以下の専用工具が必要です。 ※メーカー直送となります

アームスエージャー　HSC-600
ワイヤーロープの切断と圧着（スエージ）の両方ができる、1丁2役の専用工具です。

○ 呼び寸法　600mm
○ 全長　645mm
○ 使用できるワイヤーロープ径　1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.5/4.0/5.0mm
○ 1丁重量　2.7kg

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

　メーカー直送品は、弊社発送品とは別々にお届けします。

注文番号：K100
￥16,737（税込・送料別※）

アームスエージャー　HSC-600BB
卓上固定用となり作業効率が大幅に改善されます。

○ 呼び寸法　600mm
○ 全長　454mm
○ 使用できるワイヤーロープ径　1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.5/4.0/5.0mm
○ 1丁重量　5.2kg

注文番号：K101
￥28,628（税込・送料込※）
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囲い罠 / 罠監視用カメラ
※囲い罠は受注生産となり、ご発注から発送まで2週間～ほどいただきます。 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★囲い罠特例について

イノシシなどの野生鳥獣を捕獲するためには、狩猟免許の取得及び狩猟者登録が必要で

す。

ただし囲い罠の場合、狩猟期間中で狩猟が可能な区域であれば、農林業者が自らの事業に

対する被害を防止する目的で、事業地内で囲いわなを用いてイノシシ等の狩猟鳥獣を捕獲

する場合は、狩猟免許を取得しなくても捕獲が可能となっています。

また、農林業者が行う事業地内の有害捕獲についても許可申請によって行うことが可能で

す。

※地域によって判断基準が異なる場合があることから、必ず事前に市町村の鳥獣行政担当

課に確認してください。

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

囲い罠ビッグサイズ 片扉 KW01 ¥61,610 (税込・送料込※) 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m 約110kg

囲い罠ビッグサイズ【両扉】 KW02 ¥70,880 (税込・送料込※) 幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0m 約120kg

※商品の配送について

上記の囲い罠は重量物のため、福山通運の営業所止めとなります（北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります）。

ご注文の際に、お近くの営業所をご指定ください。1〜2基であれば、軽トラックもしくはミニバンに積載が可能です。

なお、別途料金にて直送対応も可能です（お荷物は車上渡しとなります。また直送運賃として別途税込　　7,150円かかります）。

※他社製品も含め、市販のトレイルカメラはいずれも完全防水の機種はありません。

雨天ルーフや防犯も兼ねたセキュリティボックスとのご利用を推奨致します。また、カメラ関連商品はいずれもメーカー直送となります。

当店のイノシシ・シカ用箱罠の天面が開放された「囲い罠」です。

天面は”忍び返し”がついており、獣の目線から見たときに高く見えるため、飛び出しのリスクを軽

減した構造になっています。
囲い罠 

箱罠・くくり罠・囲い罠などを設置した後、罠に対して獣がどのような行動をとるか観察するためトレ

イルカメラです。ノーグローフラッシュ搭載により対象に気づかれることなく撮影をすることができま

す。
罠監視用カメラ 

広角レンズ搭載 罠監視用トレイルカメラ

1200万画素の静止画と動画、高速トリガー撮影、タイマー機能、タイムラプス撮影が可能なセンサーカメ

ラ。広角レンズ（画角 100°）を搭載しており広範囲の撮影ができます。撮り逃しが少なく、コストパフォーマン

スが高いのが特徴。トリガースピードは 0.45秒、センサー反応距離は 15m、動画1本あたりの撮影時間は最

大60秒です。

※このモデルはセキュリティボックスオプションはありません。

撮影した画像  / 動画はSDHCカード（別売）に保存します。

32GB SDHCカード（注文番号： C01）

￥2,540（税込）

仕様 注文番号 価格

カメラ本体のみ C02 ¥19,250 (税込・送料別※)

本体＋雨天ルーフ C03 ¥21,800 (税込・送料込※)

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。
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WEBで注文
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ネズミ捕獲 箱罠

吊り餌方式で簡単設置の箱罠です。ネズミが頻繁に出没する場所や、糞が落ちている

場所、餌場などに設置します。網目が小さいため、ネズミと同じようなサイズの動物の

捕獲にもおすすめ。

業務用ネズミ捕獲器　シーソーキャッチ

ネズミ駆除歴50年の達人が開発。組立・設置も簡単、効果抜群の業務用ネズミ捕獲器

です。力のかかる仕組ではありませんので、バネ仕掛などに比べ安心安全です。掛

かったネズミの姿を見たくない方は、捕獲器ごと処分できます。

素材 　紙製　※上質紙なので湿気に強く長持ちします

備考 　オリジナルおびき寄せエサを 2個同梱しています。

注文番号：H12
￥2,800（税込・送料別※）

商品名 注文番号 価格 サイズ 総重量

ネズミ捕獲 箱罠 ス
モールサイズ

H13 ¥1,100
 (税込・送料別 ※)

全長23.5cm×幅

11.5cm×高さ11.5cm
約350g

ネズミ捕獲 箱罠 
ラージサイズ

H14 ¥1,600
 (税込・送料別 ※)

全長27.5cm×幅

14.5cm×高さ14.5cm
約500g

※税込合計 19,800 円以上は送料無料となります。

2500万画素 罠監視用トレイルカメラ 20J
最大2500万画素の静止画撮影、音声付きFHD動画の撮影ができる高画質モデルです。タ

イマー機能を搭載しており必要な時間帯のみ、カメラを動作させることができます。

画角は57度、センサー反応距離は25m、動画1本あたりの撮影時間は最大180秒です。

1800万画素 罠監視用トレイルカメラ 18J-D
最大1800万画素の静止画撮影、音声付きFHD動画の撮影ができるモデルです。画角は

55度、センサー反応距離は30m、動画1本あたりの撮影時間は最大180秒です。

セキュリティパッケージ（オプション）

こちらのモデルは、本体を盗難から守るセキュリティパッケージオ
プションがあり、防犯用としてもお使いいただけます。

セキュリティパッケージを選択いただいた場合、セキュリティボック
スとパイソンロック（ケーブルキー）が付属します。

仕様 注文番号 価格

カメラ本体のみ C04 ¥21,000 (税込・送料込)

本体＋雨天ルーフ C05 ¥23,600 (税込・送料込)

本体＋セキュリティパッケージ C06 ¥30,800 (税込・送料込)

本体＋セキュリティパッケージ

＋雨天ルーフ
C07 ¥34,600 (税込・送料込)

撮影した画像  / 動画は

SDHCカード（別売）に

保存します。

32GB SDHCカード

注文番号：C01
￥2,540（税込）

セキュリティパッケージ（オプション）

こちらのモデルは、本体を盗難から守るセキュリティパッケージオ
プションがあり、防犯用としてもお使いいただけます。

セキュリティパッケージを選択いただいた場合、セキュリティボック
スとパイソンロック（ケーブルキー）が付属します。

仕様 注文番号 価格

カメラ本体のみ C08 ¥39,000 (税込・送料込)

本体＋雨天ルーフ C09 ¥41,600 (税込・送料込)

本体＋セキュリティパッケージ C10 ¥48,500 (税込・送料込)

本体＋セキュリティパッケージ＋雨天

ルーフ
C11 ¥52,000 (税込・送料込)

撮影した画像  / 動画は

SDHCカード（別売）に

保存します。

32GB SDHCカード

注文番号：C01
￥2,540（税込）

カメラを盗難から防止するた

めのケーブルキーです。

カメラへの浸水故障を大幅に

減らす助けになります。

※カメラ本体は付属しません。

注文番号：C12
￥3,850（税込）

パイソンロック

注文番号：C13
￥2,618（税込）

雨天ルーフ
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解体用品

業物の刃：使い始めのうちは、刃保ちが悪
いと感じることもあると思いますが、研いで
は使い、使っては研いでを繰り返していくう
ちに、しなやかで驚くほど切れ味の良い刃
となります。

刀身と柄の一体成型　：柄を溶接する
のではなく、刃体と一体で地金を赤め、特殊
な金床とハンマー一丁で叩き出す。四代目
（本名：西根登氏）
により一本一本手打ちで作られます。
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注文番号 サイズ 価格（税込）

B01 ４寸５分（刃長：約140mm、全長：約270mm）※販売停止中 28,600円

B02 ６寸（刃長：約190mm、全長：約330mm）※販売停止中 35,200円

B03 ７寸（刃長：約210mm、全長：約360mm）※販売停止中 35,200円

B04 ８寸（刃長：約240mm 全長：約380mm）※販売停止中 37,400円

B05 ９寸５分（刃長：約280mm、全長：約450mm）※販売停止中 49,500円

解体用組立式ハンガー　ハンターハンガー

場所を選ばず獲物の解体を行うことができる、持ち運び簡単な解体具です。設置の所要時間はわ

ずか2分ほど。軽量なので、女性や高齢の方でも取り扱いがしやすいのが特徴です。肉の鮮度や

清潔さにこだわりたい方に特におすすめです。

注文番号：B06
￥43,780（税込）

重さ 4.3kg

サイズ 吊下げアーム長さ／ 107cm、ハンガー幅／ 60cm

素材 鉄鋼（表面は防錆黒塗装）

耐荷重 100kg

ハンターハンガーの使い方

①支柱となる立木に、取付ブラケットをラチェット
式ベルトで固定します。取り付け高さは獲物の大
きさに合わせて調整します。

②③中間プレートを取り付けブラケット先端に
差し込みます。その後、アンダープレートをベ
ルトで固定して設置完了です。

④獲物の後ろ足の腱の部分に切り込みを入
れ、ハンガーに引っ掛けて吊り上げます。

フクロナガサ（叉鬼山刀）　※フクロナガサは現在販売を中止しております。

中空になった柄に、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。
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WEBで注文

運搬用品

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。メーカー直送品は、弊社発送品とは別々にお届けします。

EA840DK-1　DC12V/ 900kg 電動ウィンチ (直流)
イノシシやシカ捕獲後の移動に最適。大物の積込みに大活躍のウインチです。12Vの車の

バッテリーにつないで使える直流12V電動ウインチです。リモコンで遠隔操作が可能、いざ

というときのために車に積んでおくのもおすすめです。

※ウインチは「巻上げ機」に分類され、電動ウインチを取り扱う場合には「巻上げ機運転の業務に

かかる特別教育」という特別教育を受講して資格（終了証）を取得する必要があります。

注文番号：U04 
￥23,100（税込）

狩猟活動における運搬作業はもちろん、 
普段の農作業にも役立つ商品を取り揃えております。 

ノーパンクタイヤ・大容量プラスチック箱船リヤカー

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。

注文番号：U01
￥10,900（税込）

ノーパンクタイヤ・組立式アルミリヤカー

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。

注文番号：U02
￥33,900（税込）

運搬用品はいずれもメーカー直送となります。

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

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

18

牽引力 kg 0 227 454 680 907

巻取速度 MPM 3.96 3.05 2.13 1.68 1.37

電流 A 8 40 70 90 110

巻取速度およびモータ電流

kg 907 792 703 632 574

m 2.0 2.49 2.94 3.4 3.85

牽引力およびケーブル耐荷重（1層あたり）

傾斜※ 10％(4.5°） 20％(9°） 40％(18°） 100％（45°）

kg 4763 3086 1954 987

回転時耐荷重(1層目）

【仕様】

※傾斜…
長さ10mに対し1mの高さがある傾斜を10％の傾

斜とします。

上記の情報は回転能力が良好な状態の車両を使

用して硬く平坦な地面で牽引した場合の性能で

す。



運搬用品
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一輪車電動化キット 
E-cat kit（イーキャットキット）

注文番号：U03
￥144,000（税込）

重さ 約5kg

耐荷重 100kg（フレーム強度にお気を付けください）

電源 36Vバッテリー

走行速度 〜6km/h（荷重により変動します）

動作時間 連続2〜3時間強（荷重により変動します）

登坂性能 20°程度（荷重により変動します）

お手持ちの一輪車に取り付け、電動化するためのキットです。タ

イヤが電気の力で回るようになり、段畑や傾斜地での大幅な作

業軽減が可能です。悪路での運搬もラクラク。

【よくある質問】

Q. なにで動いていますか？

電気で動いています。リチウムバッテリーと高効率ブラシレスモーターの力で動きます。
モーターはホイールの中心軸部分に内蔵されています。

Q. 私の一輪車に取り付けできますか？

日本で一般に流通している一輪車はほとんどが同一規格（タイヤ直径  340~370mm）です。基本的には全て取り付け可能です。
フレームによっては、バッテリーやコントローラーバッグの取付けに工夫・加工が必要な場合があります。

Q. 組み立ては簡単ですか？

自転車整備ができる人であれば問題なく組み立てができます。
組立時間は慣れた人で最速 30分程度です。初めての場合、1時間30分を見込んでください。

Q. 速度調整はできますか？

手元のボタンで 5段階の調整が可能です。アクセルレバーの引き具合でも調節できます。

Q. 充電はどのように行いますか？

専用充電器を用いて、家庭用コンセントから充電ができます。充電時間は約 3時間です。
バッテリーは簡単に取り外し可能です。現場からバッテリーのみを持ち帰り、充電ができます。
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お役立ち品
山における狩猟活動や、捕獲作業時に役立つ商品です。 

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。メーカー直送品は、弊社発送品とは別々にお届けします。

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。

注文番号：B01
￥10,450（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。

（大）注文番号：B02
￥2,750（税込）

いずれもメーカー直送となります。

（小）注文番号：B03
￥2,200（税込）

小型・中型の動物捕獲器具　アニマルキャッチポール

タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど箱罠で捕獲した

小型～中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。

注文番号：B06
￥32,780（税込）

重さ 1kg

サイズ 全長1220mm

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。

￥36,080（税込）

サイズ 注文番号 長さ 腕回り 手囲い

S - M B04 450mm 175mm 125mm

L - XL B05 450mm 180mm 125mm

WEBで注文
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※税込合計19,800円以上は送料無料となります。メーカー直送品は、弊社発送品とは別々にお届けします。

プロテクショングローブ 3041 Hercules® NSR 
hexarmor（ヘックスアーマー）

捕獲後の解体等にともなう刃物による作業や、獣からの攻撃、その他手のひらをケガする恐れの

ある場合に、おすすめの商品です。ANSI/ISEA105の耐切創性評価においてレベルA9というトッ

プクラスの耐性があり、危険を伴う作業の安全性を確保します。通常の軍手では貫通して流血し

てしまったり、チクチク痛かったりするような心配がありません。トゲのある樹木を切る際にも大活

躍します。

（S、M、L）注文番号：HA01
￥31,460（税込）

アームエプロン/カバー AG8TW 8"Needle Resistant 
hexarmor（ヘックスアーマー）

「スーパーファブリック（SuperFabricR）」と呼ばれる素材を2層重ねて入れており、圧倒的な耐切創

性・耐突刺性を実現しています。また、ニットの腕カバーなどと比較するとずり落ちることがなく、軽量

で通気性も良く安定した保護力を発揮します。

驚く程着け心地が良く、それでいて柔軟性があり、刃物による怪我にも安心なプレミアムアームカ

バーです。もちろん、洗濯もOKです。

切創などから身を守るための、強力な防護ウェアです（いずれもメーカー直送となります）。

注文番号：HA02
￥6,820（税込）
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アームエプロン/カバー AS019S 19"Arm Sleeve 
hexarmor（ヘックスアーマー）

「スーパーファブリック（SuperFabricR）」と呼ばれる素材を用いており、圧倒的な耐切創性・耐突

刺性を実現したアームカバーです。二の腕部分もしっかりと防御したい方におすすめの商品で

す。

注文番号：HA03
￥11,880（税込）

プロテクティブエプロン AP229 20"x 30" Apron 
hexarmor（ヘックスアーマー）

「スーパーファブリック（SuperFabricR）」と呼ばれる素材を用いており、圧倒的な耐切創性・耐突

刺性を実現した保護エプロンです。

注文番号：HA04
￥17,600（税込）

お役立ち品
山における狩猟活動や、捕獲作業時に役立つ商品です。 



音を使って撃退 匂い・習性で撃退

物理的に防御 電気で防御

鳥獣被害から大切な田畑・家屋を守るための商品を取り揃えています▶▶



製品番号：KH01 価格：62,700円（税込）

獣を音で撃退！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！  

鳥類を音で撃退！  

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。
※電源は市販の 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。

防除グッズ  

音を使って撃退 

音を使って鳥獣被害を防ぐための様々なアイデアが凝らされた商品です。捕獲

ではないので、狩猟免許が不要で設置も簡単です。対象となる鳥獣の種類に応

じて、商品をお選びください。 

注文番号：KH02 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。

注文番号：KH03 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。

注文番号：KH04 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。

注文番号：KH05 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。

注文番号：KH06 価格：34,700円（税込）

５.タイガー 天敵ニラミ 爆音機 トリサッタ TTN-T4  
ホンモノの鳥の悲鳴音を利用して鳥を追い払います。カラス、スズメ、ムクドリ等の対象に合わせて、鳥が恐怖を感じた時に発す

る悲鳴音とスイーブ音（電子音）を 6パターンから選択可能です。市販の DC12Vバッテリーに接続するだけでご利用いただけま

す。

防除グッズ
音を使って鳥獣被害を防ぐための様々なアイデアが凝らされた商品です。。 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注文番号：KH07 価格：63,800円（税込）

防除威嚇機 タイガー 爆音機 ジェットバング 

60年以上の開発歴史を持つタイガーの定番商品です。安全性と耐久性に優れた電子制御プロパ

ンガス方式にて、果樹園から広い田端まで幅広く対応が可能。強烈な爆発音で鳥を追い払います。

注文番号：KH08 価格：97,900円（税込）

防除威嚇機 タイガー 爆音機 ビッグラー LPE-H5  

爆発音と空中 9ｍに打ち上がる発射体、タカ羽根で鳥を追い払います。おどし羽根を用いる事で爆発音を最小限に抑えた商品

です。

注文番号：KH09 価格：106,700円（税込）

防除威嚇機 タイガー 爆音機 ロケットバング TRB-5  

爆発音と空中 9ｍに打ち上がるおどしボールで鳥を追い払います。ボールは斜め横に 30mの高さまで発射され再び落ちる仕様

となっており、広範囲で鳥への威嚇効果を発揮します。

注文番号：KH10 価格：84,700円（税込）

防除威嚇機 タイガー 爆音機 バードパンチャー 

おどし羽根を 4.5mの高さに発射し、音と視覚で果樹を守ります。移動、設置も簡単に可能です。小さくて軽い家庭用カセットボン

ベ式とプロパンガス式をお選びいただけます。

3本入　価格：2,460円（税込）

6本入　価格：4,800円（税込）

プロパンガス方式の爆音機  
プロパンガスの強力な破裂音により、獣や鳥を追い払います。
※プロパンガスは別売りです。

注文番号：KH11

注文番号：KH12

ソーラー式 モグラ対策　撃退器 

モグラは視覚が退化している反面で聴覚が非常に発達しており、地中に伝わる音波を敏感に感知

します。本商品は、音波を発することにより、地中にいるモグラやねずみ等に対して恐怖・警戒を感

じさせることにより忌避効果を発揮します。

※商品は弊社から発送させていただきます。

モグラを音で撃退！  

※税込合計 19,800円以上は送料無料となります。モグラ撃退器以外はメーカー直送品となり、
　弊社発送品とは別々にお届けします。

WEBで注文
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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。  

注文番号：KH16 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。

忌避シート　各50枚×2セット 

商品名 注文番号 価格（税込）

イノブタ対策（紫） KH12 40,330円

イノシシ対策（青） KH13 40,330円

シカ対策（赤） KH14 67,220円

屋内用アライグマ・ハクビシン対策（赤） KH15 26,480円

シカ、イノシシ、サル、クマ、イヌ、ネコなどの侵入防止に！添加物など一切使用しておらず、他の

忌避商品と比べて自然や動物に大変やさしい忌避商品となります。

野生動物の天敵となるオオカミのマーキングの匂いを利用して、獣を寄せ付けないようにします。

設置は簡単、小分け容器に入れて作物や道路の周辺にぶら下げるだけです。

防護柵やネット等、物理的な防御と合わせて使用いただくと、さらに効果的です。

オオカミバリア(ウルフピー)  

商品名 注文番号 価格（税込）

100cc　専用容器10個付き KH13 4,300円

200cc　ボトルタイプ KH14 6,270円

400cc　ボトルタイプ KH15 9,900円

オオカミバリア専用容器　20個入 KH16 880円

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

匂い・習性で撃退 
獣が嫌がる匂いや、習性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。※いずれもメーカー直送となります。 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注文番号：T23 価格：5,940円（税込）

業務用 鳥類忌避剤 バードフリー 

当店の鳥対策忌避剤のうち、プロも使用する最も強力なジェルタイプ忌避剤です。鳥類全般
が嫌うニッキの香りによって忌避効果を発揮、鳩だけでなくカラスやツバメ、スズメ、カモメに
も対応します。忌避成分をマイクロカプセル化しているため、長期間効果が持続します。

※ご利用にはコーキングガンが必要となります。市販のものをご用意下さい

注文番号：KH17 価格：3,663円（税込）

鳩が嫌がる香りで嗅覚を刺激、足や羽にジェルが付着することでベタベタと気持ち悪さを感じさせ触覚を刺激、ジェルを食べて

嫌いな味を感じさせ味覚を刺激。※ご利用にはコーキングガンが必要となります。市販のものをご用意下さい

注文番号：KH18 価格：2,079円（税込）

「ピーコン」固形タイプ 

設置がお手軽な固形タイプの忌避剤。鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。鳩が来だした

初期のうちに使用すれば、鳩が寄りつかないスペースを作ることができます。

注文番号：KH19 価格：3,080円（税込）

「ピーコン」低臭タイプ 

鳩専用忌避剤バードフリーの臭いを低減させた低臭タイプです。カップ型になっており両面テープで取り付けるため、作業に慣れ

ない方でも簡単に設置することが出来ます。

注文番号：KH20 価格：3,124円（税込）

「ピーコン」スプレータイプ 

スプレータイプですので、設置するタイプとは異なり、見た目を気にせずご使用いただける点や、導入が簡単な点が特徴です。人

や動物にやさしい天然成分で、お手軽に鳩を撃退。

「ピーコン」ジェルタイプ

鳩専用の忌避剤なら、ピーコンシリーズ  

人間は気にならないものの、ハトが嫌う成分を厳選して使用した商品です。スプレー、ジェル、固形設置物など、対策場所に応じて

選べる様々なタイプの商品をご用意しております。対策する場所に合わせて、お選びください。

プロ御用達の強力忌避剤　 

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

鳥対策　忌避剤 
鳥類が嫌がる成分を配合した実績多数の忌避剤です。

対象や被害状況に合わせて選択いただくことで、効果を発揮します。 

WEBで注文
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◆アニマルフェンスシリーズ：支柱を地面に立てて、支柱の爪（フック）にフェンスを掛けるタイプ

金網と専用支柱 11本が一式になった、設置簡単の便利

セットです。高さ 2メートルのタイプは補強のための L字支

柱も付属します。

支柱11本＋フェンスセット

※こちらの商品は、法人様限定での発送となり、個人宅への配送は不可となります。

フェンス大きさ 注文番号 価格（税込）

1m×20m F01 ￥13,500

1.2m×20m F02 ￥16,000

1.5m×15m F03 ￥17,700

2m×20m F04 ￥29,800

亜鉛メッキ＋紛体塗装 PVCコーティングによって錆に強

い加工がされています。既に支柱をお持ちの方はこちら

をお選びください。

フェンスのみ フェンス大きさ 注文番号 価格（税込）

1m×20m F05 ￥8,900

1.2m×20m F06 ￥10,800

1.5m×15m F07 ￥11,200

2m×20m F08 ￥12,600

材質はスチール +塗装コーティング。フックが外側になる

ようにして、 2メートル間隔で支柱を地面に打ち込みま

す。※高さ2メートルのタイプは補強のための L字支柱が

付属しません。

支柱のみ11本セット 地上高さ 注文番号 価格（税込）

1m F09 ￥8,100

1.2m F10 ￥8,600

1.5m F11 ￥9,400

2m F12 ￥12,500

フェンスを張っているエリアの出入り扉です。鍵（別途市

販の錠をご用意ください）を取り付ける部分も付いていま

す。緑塗塗装が施されており、腐食にも強くなっていま

す。

出入口用扉 タイプ 注文番号 価格（税込）

1mフェンス用 F13 ￥13,800

1.2mフェンス用 F14 ￥15,800

1.5mフェンス用 F15 ￥16,800

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

物理的に侵入防止 
お手軽にフェンスを設置できるキットです。害獣から田畑を守る防獣フェンスとしてだけでなく、太陽光発電や工事現場の柵として、ドッグラン

用の囲いとして等、様々な用途にご利用いただけます。利用用途に応じて、高さが選べます。
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◆激安フェンスシリーズ：支柱を地面に立てて、支柱の穴とフェンスを結束するタイプ

金網＋専用支柱 10本＋結束用の鉄線が一式になった、

設置簡単の便利セットです。爪を引っ掛けるタイプよりも

設置がシンプルで価格も割安になっています。

支柱10本＋フェンスセット

※こちらの商品は、個人宅への配送も 可能（北海道・東北エリアは別途送料がかかる場合があります）。

フェンス大きさ 注文番号 価格（税込）

1m×20m F16 ￥9,900

1.2m×20m F17 ￥12,100

1.5m×15m F18 ￥13,200

亜鉛メッキ＋紛体塗装 PVCコーティングによって錆に強

い加工がされています。既に支柱をお持ちの方はこちら

をお選びください。

フェンスのみ フェンス大きさ 注文番号 価格（税込）

1m×20m F19 ￥6,380

1.2m×20m F20 ￥7,920

1.5m×15m F21 ￥9,350

材質はスチール +塗装コーティング。断面は Y字形状に

なっており、結束用の穴があいています。 2メートル間隔

で支柱を地面に打ち込みます。

支柱のみ10本セット 地上高さ 注文番号 価格（税込）

1m F22 ￥6,600

1.2m F23 ￥7,700

1.5m F24 ￥8,800

フェンスを拡張する際に便利なばら売りです。 10本単位

では不要だけれども、 1本単位で購入されたい方はこち

らをお選びください。

支柱1本ばら売り

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

● 支柱を地面に打ち込んだのち、結束用の鉄線を、支柱の穴に通

してフェンスと結束します。

● 支柱を立てたのち、いったん鉄線で仮止めをすると全体的に設

置しやすくなります。

● 不安定な場所は、適宜補強を行ってください。

地上高さ 注文番号 価格（税込）

1m F25 ￥660

1.2m F26 ￥770

1.5m F27 ￥880

WEBで注文
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イノシシやシカの忌避効果がある防獣床
　※防護柵の開口部の床面にお使いください。

組み立て式スチールパイプ扉セット
家庭菜園や山の管理など、防獣用周囲柵の入口に最適

大きさ 注文番号 価格（税込）

外枠：

W890mm × H1580mm F30 ￥12,800

柵などに獣がよじ登るのを防止する有刺
鉄板

猿やハクビシンなど、登るのが得意な動物対
策に。設置場所に応じて様々なタイプをご用
意しています。

商品名 材質 寸法 入数（枚） 注文番号 価格（税込）

有刺鉄板Ⅱ（巾細タイプ）

ステンレス

幅3cm × 長さ80cm

30 F33 ￥20,020
60 F34 ￥39,050

スチール
30 F35 ￥11,000
60 F36 ￥20,900

有刺鉄板（巾太タイプ）
ステンレス

幅12.5cm × 長さ80cm
10 F37 ￥24,750

スチール 10 F38 ￥11,770
侵入禁刺（雨どいをつたって家屋に浸入する

のを防ぐのに特化）
ステンレス 幅12.5cm × 長さ19cm 16 F39 ￥7,700

猫よけ/防犯対策の忍び返し剣山

先端が丸く、手で曲げられる柔らかで
軽量なプラスチック製なので、安全性
と効果を両立

商品名 針の仕様
注文

番号
価格（税込）

ニャンガード
ショートタイプ F31 ￥1,629

ロングタイプ F32 ￥2,024

商品名 注文番号 価格（税込）

標準ユニット（1枚） F28 ￥66,000
スロープ（1枚） F29 ￥55,000

防獣柵関連商品 
防護柵の効果を高めるための商品です。

防護柵単体ではカバーできない部分を補います。
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◆防獣、防鳥、その他各種ネット
設置場所や対象の獣に合わせてお選びいただける各種サイズを揃えています。
色・目合・ステン編込の有無などを目安として、設置場所に応じてご利用ください。

イノシシやシカは跳躍力も高いため、設置高さは  2mを目安としましょう。
また、獣の進入方向側の地面へ接する部分を長めに作り、しっかりと固定する事でフェンス部分への
接近を防ぐ事が出来ます。

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

目合16mm〜25mm（市街地での対策など） 

目合3cm〜10cm（噛み切りに強く簡単設置）

目合11cm〜（山間部や広い面積への設置向き）

商品名 カラー 目合 サイズ 材質 備考 注文番号 価格（税込）

鳥よけネット

緑

16mm

2m×3m

ポリエチレン

軽いタイプ F47 ￥870

アニマルネット

1m×10m

縦4本、横5本撚

りで丈夫

F48 ￥850

1m×20m F49 ￥1,300

1m×50m F50 ￥2,400

1.5m×50m F51 ￥5,000

2m×50m F52 ￥8,900

万能ネット 25mm 2m×2m 万能タイプ F53 ￥1,790

アニマルネット
20mm×
25mm

1m×50m
防獣用として

F54 ￥5,200

2m×50m F55 ￥8,900

カラー 目合 サイズ 材質 備考 注文番号 価格（税込）

小動物ネット 青 3cm 1.5m×20m

ポリエチレン

小動物用 F56 ￥900

猿ネット 青 4.5cm 3m×20m
猿用、張りロープ

2.7m付
F57 ￥1,100

強力猪ネット 黄、青 10cm 2m×50m
猪用、張りロープ

2.5m付
F58 ￥9,300

ステン入り強力猪鹿ネットステ

ン8本（直径8㎜と10㎜ロープ

55ｍ付き）

黒 10cm 2m×50m
ステン入、張り

ロープ55m付
F59 ￥34,800

カラー 目合 サイズ 材質 備考 注文番号 価格（税込）

猪ネット 黄、青 12cm 2m×20m

ポリエチレン

張ロープを手編

仕様
F60 ￥2,200

多目的ネット 白 15cm 1.2m×15m 張りロープ4mm F61 ￥1,000

猪鹿ネット 黄

16cm

1.7m×20m
張ロープを手編

仕様
F62 ￥1,900

ステン入猪鹿ネット 青、黒 2m×20m
張ロープを手編

仕様、ステン2本
F63 ￥7,800

アニマル＆万能ネットセット 緑 1m×10m
防獣杭、パッ

カー、Uピン付
F64 ￥2,200

◆柵・ネット用 　汎用パイプ
激安で様々なネット、ワイヤー
メッシュと相性が良い亜鉛メッキ
スチールパイプ

大きさ

注文

番号

価格

（税込）

19mm×1m(50本入) F40 ￥13,200

19mm×1.2m(50本入) F41 ￥14,700

19mm×1.5m(50本入) F42 ￥17,500

19mm×1.8m(30本入) F43 ￥13,200

WEBで注文
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大きさ

注文

番号

価格

（税込）

25mm×1.5m(20本入) F44 ￥10,700

25mm×1.8m(20本入) F45 ￥11,500

25mm×2.1m(20本入) F46 ￥15,900



◆イノシシ用2段張りセット：イノシシは鼻からさく線下に突っ込もうとするため、さく線高さは20cm以下にします。

  本器  ガイシ付 支柱  さく線  ゲートセット  検電器  巻取器 

品名 

SA30DC  

FRP93
直径16mm×
地上高90cm

PS220B
ステン6線200m ゲートセット GS-1S クイックテスター 巻取器

個数  1台  50本  1巻  2セット  1個  1個 

税込単体価格  ￥47,960  ￥24,750  ￥4,180  ￥1,720  ￥5,170  ￥3,300 

注文番号  D02  D03  D04  D05  D06  D07 

注文番号：D01

タイガー電気柵 外周100mセット

セット価格：87,120円（税込）

1年間のメーカー保証に加え、安心の盗難補償つき（本器が対象）。購入日から1年間の盗難補償が
ついており、万が一本器が盗難にあった場合は同じ本器が補償されます。支柱は他社製にくらべて
しっかりとした構造になっており、耐用年数が長くなっています。

※本器には、出力コード・アース棒・危険表示板・本体取付金具も付属します。

電気柵 
電気さくに触れた動物は、強烈な電気ショックによりとても痛い思いをします。

痛い経験をした動物は学習し、近づかなくなります。
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 本器  支柱  がいし  さく線  ゲートセット  検電器 

品名 

NSD-5  

FRP電柵支柱
Φ14mmX高さ

900mm
ステンレスバネ

碍子 ステン3線250m ゲートセット GS-2S クイックテスター

個数  1台  30本  62個  1巻  2セット  1個 

税込単体価格  ¥25,820  ¥5,240  ¥2,604  ¥1,900  ¥1,760  ¥1,740 

注文番号  D08  D09  D10  D11  D12  D13 

注文番号：KH03

ニシデン電気柵 外周100mセット

セット価格：32,790円（税込）

コストパフォーマンスが良く、これから電気柵を導入する方におすすめのセットです。一般的な電気柵の
場合、雑草や設置不備などで漏電が生じて電圧が下がることが多々ありますが、ニシデンの本器は電圧
が落ちにくくなるよう設計されているため、しっかりショックを与えられます。

◆その他の動物の設置仕様例

シカ対策　　シカはジャンプして飛び越えるイメージがありますが、多くのシカは下からくぐり抜けようとします。

クマ対策　　クマは柵の下を掘るような形で潜り込もうとするため、さく線高さは地面から20cm以下にします。

★場所に応じて、最適なご提案を差し上げます。
設置対象となる場所の広さ、対象動物、予算等をお知らせください。

いただいた内容を元に、専門スタッフが最適なご提案・お見積りを実施いたします 。

小動物対策　　タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの場合、ネットも併用すると効果的です。

※本器には、出力コード・アース棒・危険表示板・本体取付金具も付属します。
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防鳥剣山 

鳥が飛来する場所に設置して、物理的に飛来を防止。高い耐久性と

鳩・カラス等に対する忌避性能から、官公庁をはじめ電力会社・電鉄

会社などでも選ばれ続けています。

耐候性プラスチック製の剣山型で、屋外耐候試験 10年クリアという優

れた耐久性に加え、設置もラクラク。先端が丸く柔らかいので、人や鳥

を傷つける心配もありません。

※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。 2-L型は現在の在庫が無くなり次第、廃盤となります。

防鳥剣山1型専用の取り付け金具です。屋外用強力

テープ付きもあり、施工を簡単にできます。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。

1型用止め金具 C-1（1個）
タイプ 注文番号 価格（税込）

屋外両面テープ付き BC04 ￥275

テープ無し BC05 ￥220

防鳥剣山2型または2-L型専用の取り付け金具です。両

面テープによる接着が難しい場所の場合、テープ無しを

選択の上、下に記載のボンドを使って剣山を設置してく

ださい。

2型用止め金具 C-2（1個）

防鳥剣山の止め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。

多用途屋外用ボンド（333ml）
注文番号 価格（税込）

BC08 ￥1,650

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。  

止め金具 ストロングクランプ

※税込合計19,800円以上は送料無料となります。

タイプ 注文番号 価格（税込）

1型（針長10cm） BC01 ￥1,629

2型（針長15cm） BC02 ￥2,024

2-L型（針長18cm） BC03 ￥2,624

防鳥剣山設置用品　防鳥剣山を設置・固定するための商品です。 

タイプ 注文番号 価格（税込）

屋外両面テープ付き BC06 ￥266

テープ無し BC07 ￥231

注文番号 価格（税込）

BC09 ￥950

物理的な防鳥対策 
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。
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2型・2L型用止め金具 C-2 

1型用止め金具 C-1

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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1. 鳥よけワイヤー 

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

注文番号 BW01 BW02 BW03

価格（税込） 2,640円 5,500円 11,000円

周囲 φ80 φ140 φ160 φ260

注文番号 BW04 BW05 BW06 BW07

価格(税込) 341円 407円 561円 616円

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。 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注文番号：BW08

価格：572円（税込）

ワンタッチスプリング
（1個）

注文番号：BW09

価格：165円（税込）

スプリング 
（1個）

注文番号：BW10

価格：121円（税込）

ステンレススリーブ
（1個）

注文番号：BW11

価格：33円（税込）

アルミスリーブ 
（1個）

２. スプリング 

注文番号：BW12

価格：1,408円（税込）

標準ベースセット（1
セット）

注文番号：BW13

価格：1,980円（税込）

クランプバンドセット
（1セット）

注文番号：BW14

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

注文番号：BW15

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 

注文番号：BW16

価格：1,760円（税込）

▼16mmタイプ

★場所に応じて、最適なご提案を差し上げます。
設置対象となる場所の広さ、対象となる鳥の種類、予算等をお知らせください。いただいた内

容を元に、専門スタッフが最適なご提案・お見積りを実施いたします。

防鳥ワイヤー固定具 

WEBで注文
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カタログに記載の注文番号、商品名、数量、お届け先、お支払方法などご記載のうえ、上記番号に送信くださ

い。本カタログ同封の FAX注文用紙にご記入いただくと便利です。

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。

ご注文方法 

0985-68-3695

③メール注文

カタログに記載の注文番号、商品名、数量、お届け先、お支払方法などご記載のうえ、上記アドレスに送信くだ

さい。注文から 2営業日以内にご注文確認のご返信を差し上げます。

contact@inohoi.com

①ネット注文

イノホイ 

スマートフォンのカメラからでもサイト
にアクセスできます。

https://inohoi.com/

④電話注文

カタログに記載の注文番号、商品名、数量、お届け先、お支払方法などをお伝えください。狩猟

期間中は特に電話が非常に込み合います。予めご了承ください。

050-8880-2330

②FAX注文

送料・配送について 
くくり罠、パーツ、その他獣害対策用品の送料

重量物以外のくくり罠やパーツは 全国一律1,100円（税込）です。 日本全国、佐川急便で直接配送いたします。

合計金額が￥19,800（税込）以上の場合は送料無料 となります。※北海道、沖縄、離島については別途送料が発生する場合がございます。

箱罠、囲い罠などの重量物の送料

箱罠や囲い罠の重量物は送料無料ですが、北海道・沖縄・離島への配送には別途手数料がかかります。

基本的には福山通運の営業所止めとなります。営業所から遠い場合は、直送も承ります（別途料金がかかります）。

配送について

ご注文からお届けまでのお時間は商品の在庫状況や配送地域等によって異なりますが、通常目安として5営業日以内とさせていただいて

おります。土曜日、日曜日、祝日のご注文につきましては、翌営業日の対応となりますので、ご了承ください。また、ご注文いただいた商品

の発送は、平日営業日のみとさせていただきます。商品の入荷状況により発送が遅れる場合もありますので、予めご了承ください。複数の

商品をご注文の場合、発送予定時期が最も長い商品の出荷準備が整い次第、全ての商品を発送させていただきます。

商品発送後のお届先長期不在について

商品発送後、お客様のご不在により配送完了がなされないまま、配送会社での保管期限が切れて当店に商品が返送されてきた場合は、

自動的にご注文をキャンセル処理させて頂きます。なお、この返送の際に発生しました送料につきましては、送料実費分をお客様にご請求

させて頂きます。予めご了承くださいませ。

24時間受付

24時間受付

※番号はお間違えのないようお気を付けください。
　ご注文確認の連絡が無い場合は、恐れ入りますが、電話またはメールにてお問合せください。

24時間受付

※あらかじめ上記アドレスからのメール受信の許可設定をお願いいたします。
　ご注文確認の連絡が無い場合は、恐れ入りますが、電話にてお問合せください。

営業時間内受付

※営業時間：午前 9時～午後 5時（土日祝を除く）
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お支払い方法について 

■ 銀行振り込み

銀行名　：PayPay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。 

PayPay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にて、運送会社に手渡しでお支払いく

ださい。代金引換手数料は商品代金に応じて以下となりま

す。 

【1万円未満】330円 

【1万円以上3万円未満】440円 

【3万円以上10万円未満】660円 

【10万円以上30万円未満】1100円 

※全て税込み表記となります。 

※クレジットカードはお使いいただけません。 

※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。 

■ コンビニ支払い（WEB注文のみ）

取引時に発行される払込番号にて、各コンビニの店頭でお支払

いただくお支払い方法です。日本全国のコンビニエンスストアに

て24時間365日いつでもお支払いが可能なため、使い勝手がよ

いお支払い方法となります。 

 

・デイリーヤマザキ 

商品購入時に当サイトより通知される「オンライン決済番号/決

済番号」をメモして、 各コンビニ店舗へ行きます。店頭レジにて

「オンライン決済」と伝え、レジのお客さま用画面に 「オンライン

決済番号」を入力し、代金をお支払いください。 

 

・ファミリーマート 

商品購入時に当サイトより通知される「収納番号」（または「お客

様番号」と「確認番号」）を メモして、ファミリーマート店舗へ行き

ます。店内に設置されているマルチメディア端末 Famiポートに

番号を入力し、発券される申し込み券でレジにてお支払いくださ

い。 

 

・ローソン 

・ミニストップ 

商品購入時に当サイトより通知される「お客様番号」と「確認番

号」をメモして、ローソンまたはミニストップ店舗へ行きます。 店

内に設置されているマルチメディア端末Loppi、または

MINISTOPLoppiに番号を入力し、発券される申し込み券でレジ

にてお支払いください。 

 

・セイコーマート 

セイコーマート店舗に設置されているクラブステーション端末に

て手続きを開始します。控えた「受付番号」および決済時の「電

話番号」をお持ちの上、クラブステーション端末のトップ画面から

左下の「インターネット受付」ボタンより番号を入力し、発券され

る申し込み券でレジにてお支払いください。 

 

※各コンビニ決済でのお支払いの場は、恐れ入りますが前払い

とさせていただきます。 ※お支払い期限はご購入日より10日と

なります。 

期限を過ぎた場合、自動キャンセルとなりますのでご留意下さ

い。 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販売主：株式会社 refactory

〒880-0022　宮崎県宮崎市大橋 3丁目224

※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

キャンセル・返品・交換について

お届けの商品に、欠陥等不備があった場合・注文商品と違った場合  

品質管理・配送等に関しては、万全を期しておりますが、万が一「商品が破損している」といった場合は、商品到着後7日以内にご連

絡ください。

送料当店負担の上、良品と交換させていただきます。

上記に該当する場合は至急ご対応させていただいておりますので、当店までご連絡ください。

お客様都合の返品・交換・キャンセル  

「イメージしていたものと商品が違った」、「注文後に他のお店で購入したので不要となった」等、お客様のご都合によるご返品や交換

は、未開封・未使用の商品に限って、商品配達後７日以内に限り承ります。

メールまたはお電話で下記までご連絡ください。

事前にショップへご連絡頂いていない場合は誠に恐れ入りますがお受けできません。

但し、送料・決済手数料(代引き決済の場合は代引き手数料も含む)・決済処理手数料、および返送料はお客様のご負担となります。

※下記理由の場合、ご返品をお受けいたしかねますのでご注意くださいませ。

　○開封後の商品又はご使用になられた商品。ただし、不良品の場合は開封・未開封に関わらず、返品をお受けいたします。

　○お客様の過失により商品に汚損・破損があった場合。

　○お届けから7日以上経過した商品。

　○事前にショップへご連絡を頂いていない場合。

※電子メール（contact@inohoi.com）またはお問い合わせフォームより当店に事前にご連絡ください。

★店舗のご案内 
 
2021年5月より店舗移転し
ました。 
宮崎県立商業高校の南門
すぐそばです。


