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品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1850 業務用スズメバチ誘引捕獲器 ￥1,980
570-1851 誘引液（交換用） ￥1,300

スズメバチ誘引捕獲器
品番 規格／タイプ サイズ 参考価格 ( 税抜 )

570-1735

ハチガードウェア

M
￥39,800570-1736 L �別

570-1737 2L
570-1738 3L ￥45,800 �別

蜂防護インナーウェア

被害を最小限に抑えるための
対策キット

下草刈り作業に
最適な防蜂ネット

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1710 HB-008 オープン

ハチ対策キット

●スーパースズメバチジェットミニ（180㎖）
●ミネラルウォーター（500㎖）
●ポイズンリムーバー エクストラクター
●瞬間冷却パック ひえっぺ（２個）
●小冊子「森林レクリエーションでの
　スズメバチ刺傷事故を防ぐために」
●圧縮タオル（１個）

セット内容

必要最小限をコンパクトに！

庭木やフェンスに
吊るして設置

一度入ったら

出にくい

特殊キャップ！

ハニカム生地で

全身を守る！

●ヘルメット
●頭部プロテクター
●防護服上衣
●ズボン
●冷房ベスト
●保冷剤（4個）

セット内容

●表面生地： 特殊加工ナイロン
●中間生地： PVCナイロン
●内部生地： ポリエステル
　　　　　  メッシュ

● 独自の3重構造生地で
　蜂の針を通さない
● 表面生地は、蜂が
　とまれない生地を使用 
● 中間生地は、
　蜂の針を通さない 
● 内部生地は、
　肌に張り付かず
　不快感を軽減

フリーサイズ
適応身長

165 ～185㎝

防護上衣

防護ズボン

長靴（別売）

頭部
プロテクター

防護ベスト
（内部）

防護手袋
（別売）

ヘルメット

蜂の巣の駆除の際に
身を守る、駆除専用防護服

NEW!

●表面生地：
　特殊加工ナイロン
●中間生地：
　PVCナイロン
●内部生地：
　ポリエステルメッシュ

● 蜂の針が物理的に届かなくする
　ことで身を守る
● ハニカム生地で10㎜の
　スペースを確保 
● 伸縮性に優れ、動きやすい

●捕獲ボトル
●吊り下げ用フック
●誘引液（200㎖）

セット内容

 独自配合の誘引液で
スズメバチを誘い、
グングン捕獲 サイズ M L 2L 3L

胸囲 88 ～ 96 96 ～ 104 100 ～ 108 104 ～ 112
ウエスト 76 ～ 84 84 ～ 94 90 ～ 100 98 ～ 110
参考身長 165 ～ 175 175 ～ 185 180 ～ 190 175 ～ 185

単位：㎝

蜂の針が体まで届かない！
作業着の下に着用できる !!

NEW!

MADE IN
JAPAN

品番 規格／タイプ 参考定価 ( 税抜 )

570-1760 ラプターⅢ
ノーマル V-1000 ￥62,800

570-1730 空調ファン付 V-1200 ￥108,000
570-1761 防護手袋 V-4 ￥6,480

蜂防護服＆手袋

品番 規格／タイプ サイズ（cm） 税抜価格

401-5114 白 26 ￥3,000 �別

耐油長靴

※サイズ展開は、24㎝～ 28㎝まで

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1941 No.91DX ￥4,400

ヘルメット取付式防蜂ネット

NEW!

MADE IN
JAPAN

● 前面は視界の良い黒メッシュで
　後面は蜂が寄り付きにくい白メッシュ
● 形状安定のワイヤー入り
● 胸・肩・腕部は、ヒモで絞れるので
　蜂の侵入を防ぐ

ナイロン製メッシュ
※ヘルメット別売

売れて
います!!

フィットゴム付

なので
ぴったり！

風量が４段階調整できる
空調ファン付が登場
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カーゴパンツの
ポケットにも入るサイズ

●強力な吸引力で蜂や毒虫の傷口から
直接毒を吸引

●軽量小型、半永久的に使用可能
●片手で簡単に操作可能

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1816 ハチの巣　駆除ムース 300 ￥3,600 24

570-1753 ハチアブ　バズーカジェット 800 ￥1,750 20

蜂駆除スプレー
品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1755 スーパースズメバチジェット
480 ￥2,500

24
570-1756 180 ￥1,200

蜂駆除スプレー

●強力噴射により、約35秒間で全噴射
●スズメバチ、アシナガバチ、アブ、ブヨなどの
　ハチ類に効果的

スズメバチの一生
蜂の駆除には 4 ～ 9 月 が 最適 です。なるべく早めに対策 を行うと効果が期待できます。

新女王バチだけが土中や
朽ち木などで冬眠に入る。

12 ～ 3 月

新女王バチは
冬眠中。

新女王バチが生まれる。
雄蜂が出現。10月頃交尾。
新女王バチが越冬の準備に入る。
その他のハチは全て死に絶える。

10 ～ 11月

巣は空となり
二度と

使われない。

女王バチが冬眠から目覚める。
女王バチが一匹で巣を作り始める。
最初の働きバチは6月頃に誕生する。

4 ～ 6 月

早期駆除が
必要！

巣作り防止に
効果大！

働きバチが繁殖期を迎え
数百匹に増える
巣が大きくなる。

7 ～ 9 月

危険度
最大！

この時期が最も
刺されやすい

NEW!

ヘビや虫に刺された時の
応急処置に

売れて
います!!

凶暴なスズメバチを
秒速ノックダウン

売れて
います!!

ムースの泡がハチの
巣を包み込む！

動きを止める
成分をプラス

①

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1763 ① ポイズンリムーバー エクストラクター ￥3,000
570-1768 ② ケアプラス ベノムエクストラクター ￥3,800
570-1833 ③ アスピブナン ￥3,000

虫さされ対策用品

②

即 効 性 の 薬 剤 と
ムースの付着によ
り、巣の表面や巣
穴から出てくるハ
チ を 素早 く 落 と
し、窒息させる

③

●大小2つの
　吸い口で
　使用可能
●押すだけの
　簡単操作

3つのマウス
ピースで
４通りに
使える

●最大12ｍまで
　薬剤が届く
●800㎖の
　大容量タイプ

NEW!

数量
限定

携帯しやすい

サイズ

NEW!
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品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1767 ① 富士綿　パワー森林香　　　　30 巻入
￥2,000570-1766 ② 富士綿　携帯防虫器　　　　　森林香 2 巻入

虫除け対策用品

不快な虫から身を守る、
屋外作業に最適な防虫アイテム

②

●森林香専用の防虫器
●腰などに下げられるクリップ付

①

●分厚い線香で
　煙の量が桁違い
●広い野外での
　作業に最適

害虫から顔や体を守る
メッシュネット

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1830  バグジャケット
フリー

￥2,900
570-1831  バグパンツ ￥2,600

虫さされ対策用品

※サイズは、ワンサイズです。

防虫加工済みの
ヘッドネット

被るだけの
シンプル構造

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1740 モスキート ヘッドネット ￥1,200

虫さされ対策用品

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1832 モスキートヘッドネット ￥450

虫さされ対策用品

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格

570-1836 天使のスキンベープミスト　 200 ￥1,100

虫さされ対策用品
品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1835 虫よけアロマ線香ジャンボ　50 巻入 ￥1,500

虫さされ対策用品

おすすめ

● 細かなメッシュ
　で防虫対策も安心
● 首回りはゴムで調節できる
● 黒色で視界も良好
● メッシュサイズ：約0.8 ～ 1㎜

●蚊、蜂、ブヨなどから顔を守る
● 帽子を被ったままでも使える
● メッシュサイズ：約2 ～ 3㎜

収納も

コンパクト

首元の

ジッパーが

便利

● ウエスト、袖口、裾口に
　ドローコード付
● 首元にジッパーがある
　ので着衣のままで水分
　補給できる
●ゆったりサイズなので作業着の上から

でも着られる

サイズ 単位：㎝
着丈 75
身幅 72
裄丈 85
股下 66

●ピレスロイド系殺虫成分を使用
●シトラス、グリーン、カモミール、
　ローズ、ラベンダーの香りが
　10巻ずつ入ったセット

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1812 ヤブ蚊バリア 480 ￥900 12

蚊駆除スプレー

ヤブ蚊のいない快適空間を
最大 8 時間キープ

●蚊、マダニを
　しっかり退治
●水性タイプなので、
　植物にかかっても安心

バグジャケット

バグパンツ

●蚊、ブユ、アブ、マダニに効果的
●お肌に優しい虫除け成分イカリジンを採用
●効き目成分量が従来比約3倍
●ベビーソープの優しい香り

効力と安全性を備えた成分を
高濃度に配合

NEW!

MADE IN
JAPAN

NEW!

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

5 つの香りを楽しめ、
約 11 時間の燃焼能力

NEW!

MADE IN
JAPAN
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雨や水に濡れても
忌避効果を持続

品番 規格／タイプ 内容量 税抜価格 梱

570-4053 ① アリ全滅シャワー液 4ℓ ￥2,100 4

570-4054 ② ウルトラ巣ごと退治 20 個 ￥880 6

570-4055 ③ 殺虫＆侵入防止粉剤 2㎏ ￥1,480 8

アリ駆除用品

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 参考価格 ( 税抜 ) 梱

570-1834 ムシクリン 480 ￥1,600 24

カメムシ駆除スプレー

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 参考価格 ( 税抜 ) 梱

570-1813 ヤマビルファイター 500 ￥5,000 12

ヤマビル忌避スプレー

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1931 害獣捕獲キャッチャー ￥16,500 �別

ヘビ取り棒

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1921 害獣キャッチーアルハント ￥12,800 �別
570-1922 替え網 ￥2,800 �別

採集網

NEW!

●棒の伸縮長：
   全長1,300 ～ 1,950㎜
●網サイズ：φ500×ℓ 900㎜
●網目サイズ：約3㎜

●大きな網で獲物を捕獲
●捕獲後は網だけ取り外しできる

●地下足袋、靴、衣類などに
　スプレーすることで、
　ヤマビルの吸血を防ぐ
●ヤマビル、クロアリ、ケムシなどの
　不快害虫の忌避

噴射した薬剤は、
直線的に約３ｍ飛ぶ

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1815 ハブノック・ネオ 300 ￥4,200 6

ヘビ駆除スプレー

●ハブ、マムシ、アカマタなどに効果的
●噴射圧が強いので、離れた場所にも
　散布ができる

●全長：1,550㎜　●重量：720g
●口開き：0 ～ 45㎜

●直接触れたくない獲物でも、
　離れた位置から捕獲できる
●補助グリップ付で力を入れやすい

黒色を好む蚊の習性を利用して
容器内に産卵、水中でふ化させ、
成長して蚊になるが、網カバーが
あるため蚊は外へ逃げられず、
容器内で死滅します

●カメムシの駆除・侵入防止に
●カメムシ、クモ、タカラダニ、
　アリガタバチなどに効果的

補助グリップ

NEW!

素早く一撃駆除
屋外・屋内でも使える

NEW!

離れた位置で獲物をキャッチ !!

手元ハンドルで簡単操作

品番 規格／タイプ 税抜価格 梱

570-1837 ①
　ボウフラストッパー

BD-2S ￥680
12

570-1838 ② BD-2L ￥980

蚊駆除用品

水を入れるだけで
いつの間にか蚊を駆除

NEW!

MADE IN
JAPAN

BD-2S BD-2L
サイズ(㎜ ) φ132×91.5 φ208×66.5
容　量(ℓ ) 1.05 1.54
材　質 鉄 樹脂

ハブから
身を守る！

山での作業時に
必須のスプレー

※液剤、ベイト剤、粉剤。 NEW!3 つのタイプ※のアリ駆除用品

大きな網と伸縮棒で昆虫や小動物を捕獲

●薬剤に触れたアリ、そのアリに
　触れた別のアリまで効果が伝わる
●水性タイプなので、植物にかかっても安心

液剤

①

アリの巣や行列に
撒いて全滅させる

③

●アリの体に付着して
　殺虫する粉剤は、イヤなにおいもない
●侵入を防ぎたい場所に撒くだけで、
　バリア効果を発揮

粉剤
殺虫＆侵入防止の
ダブル効果

②

ベイト剤

●薬剤を巣に持ち帰った
　アリが仲間と分け合うことで
　巣全体に効き目が広がる
●アリの大好物で強力誘引
●雨に強い容器入り

巣に持ち帰って
巣ごと退治

②①

網カバー
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獣害
対策用品

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1784 ① Ｌサイズ（No.13548） ￥1,200
570-1783 ② Ｍサイズ（No.13547） ￥900

カウベル 品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1798 ① ベアーベル ￥3,700
570-1841 ②

南部熊鈴
（2 連型） ￥4,850

570-1842 ③ （3 連型） ￥6,950

熊鈴

売れて
います!!

リュックなどに付けて、
音で存在を知らせる

音色にこだわった
国産品質

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格

570-1764 ③ CA230　スタンダード 230 ￥9,980
570-1777 ④ CA290　ストロンガー 290 ￥12,800
570-1765 ⑤ 専用ホルスター ￥2,600

熊よけスプレー カウンターアソルト

売れて
います!!

ガス状の唐辛子エキスを
強力噴射

⑤ 専用ホルスター
 （ベルトループ付）

●使用の際は、風向きに注意！
●取り扱いには、責任を持って十分ご注意ください。注意

●使用の際は、風向きに注意！
●取り扱いには、責任を持って十分ご注意ください。注意

①

●サイズ：
　H105×W50㎜ (ベル)
●重　量：58ｇ

②

●サイズ：
　H155×W40㎜
●重　量：148g

 ［2連型］
③

●サイズ：
　H180×W40㎜
●重　量：210g

 ［3連型］

南部馬具職人が
１つずつ手づくり。
音色の異なる
真鍮製の鈴を組み合わせることで、
奥深い美しい音色を奏でます。

SOUND

①

●全　長：140㎜
●サイズ：
　H60×W56×D32㎜ (ベル)
●重　量：75ｇ

②

●全　長：110㎜
●サイズ：
　H40×W39×D26㎜ (ベル)
●重　量：58ｇ

熊の一年
日本には、ヒグマ ( 北海道 ) とツキノワグマ ( 本州・四国 ) が生息しています。

人身事故は、4 ～ 6 月 と 9 ～ 10 月  を合わせると全体の 8 割 になります。

①

品番 規格／タイプ 内容量(㎖) 税抜価格

570-1820 ① #1899161 234 ￥7,800
570-1821 ② #1899162 272 ￥8,600
570-1822  ベルトホルスター ￥1,700

フロンティアーズマン ベアスプレー

●成分は、カプサイシン２％配合
●別売のベルトホルスターを
　使用すれば持ち運びも便利

① ②
内容量 234㎖ 272㎖
最大飛距離 9m 10.5ｍ

③ ④
内容量 230㎖ 290㎖
最大飛距離 9m 10.5ｍ

強力なカプサイシンを
配合した熊よけスプレー

NEW!

使用しない
時には
音が鳴らない
付属の消音
ケースに収納

12月 1月 2月 3月 4 月 5 月 6 月 7月 8月 9 月 10 月 11月

クマは12月頃から穴の中で絶食し
冬眠します。
メスは1月中旬～ 2月下旬までに
出産します。

冬眠明けは活動期。
3 ヶ月以上絶食していたので
やわらかい草をよく食べます。
山菜採りでの事故が多発。

初夏の時期は繁殖期で、 
オスがメスを求めて活動。 
子グマも親離れを始めて
縄張りを求め、 行動範囲が広がる。

冬眠前の活動期。
栄養備蓄のため食欲旺盛。 
キノコ狩りや山ブドウ狩りでの
事故が多発。

冬眠
出産 事故多発 事故多発

繁殖期

唐辛子エキスの強力な刺激で
熊や猛犬の攻撃能力を奪って撃退
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品番 規格／タイプ 参考価格 ( 税抜 )

570-1890 通せんぼくん　FJK-192 ￥12,800 �別

獣害撃退装置

田畑を荒らす害獣を
音と光で撃退

品番 規格／タイプ 内容量 税抜価格

570-1800 ① 33 日ディスペンサー 6 個入 ￥2,100 �別
570-1801 ② ウルフピー　　　　 340g ￥8,500 �別
570-1802 ③ ウルフピー 3.78ℓ ￥77,000 �別

獣害対策用品

ウルフピーを容器（ディスペン
サー）に適量を入れ、動物に近づ
いてほしくない場所に、3 ～ 6ｍ
間隔を開けて30 ～ 60㎝の高さ
に設置します。

※イメージ

① ② ③

[導入実例]
● NEXCO中日本
● JR 西日本
● JA（農業全般）
● ゴルフ場など

●ニッケル水素充電池（4本）
●設置用杭（1本）

●サイズ： 
　 H165×W160×D95㎜  
●重量：615g
●電源：ソーラー（Ni-MHに充電）

 7種類の
威嚇音で
撃退！
(犬の鳴き声など)

特長
1

超音波で
撃退！

特長
2

320lmの
強力LED
フラッシュ
光で撃退！

特長
3

威嚇音、超音波、
フラッシュ光の
ランダム効果で
撃退！

特長
4

オオカミの尿 100％の
動物よけリキッド

暗闇でも発光が目立たない
無人監視カメラ

●電源：AC100V
●有効柵線距離：3,000m
●出力電圧：9000V(無負荷時)

電気の柵で動物を
寄せ付けない

●動物が柵線に触れた瞬間に高電圧が
　流れ、強烈な電気ショックを与える
●本体、柵線、支柱がセットになった
　周囲200m対応タイプ

●アニマルキラー本体（AC100V）
●柵線（φ2㎜×500m巻）×1巻
●支柱（φ16㎜×930㎜）×50本

セット内容

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4021 アニマルキラー 200mGFRP セット ￥76,500 �別

イノシシ用電柵器セット（屋内用）

※防ぎたい動物、設置場所、距離などが分かれば、別途お見積りします。

品番 規格／タイプ サイズ（m） 参考価格（税抜）

570-4031
アニマルフェンス

（支柱付）

1.0 × 20 ￥12,000 �別
570-4032 1.2 × 20 ￥13,500 �別
570-4033 1.5 × 15 ￥16,000 �別
570-4034 2.0 × 20 ￥25,500 �別
570-4035

アニマルフェンス用 
門扉支柱セット

1.0m 用 ￥10,000 �別
570-4036 1.2m 用 ￥11,000 �別
570-4037 1.5m 用 ￥12,000 �別
570-4038 Ｌ型斜め支え（6 本入） 1.8 ｍ ￥6,000 �別

アニマルフェンス

動物の侵入を
防ぐためのフェンス

●材質：【金網】スチール、
　　　　　　　PVCコート
           【支柱】スチール
●編目：縦10㎝×横5㎝

●イノシシ等の動物の侵入を防ぐ
●金網と専用支柱11本の簡単セット

●金網
●支柱
●金網用フック

セット内容

トロフィーカム トロフィーカム XLT

型式 HD3 
エッシェンシャル

20MP 
ローグロウ

20MP 
ノーグロウ

24MP 
ローグロウ

24MP 
ノーグロウ

撮影画素数 1,600万画素 2,000万画素 2,400万画素
液晶モニタ ー（白黒テキストLCD内蔵） ○（カラー LCD内蔵）

センサ有効距離／
反応角度 約30m ／前方48°

撮影範囲角度 前方50°（撮影画像の幅）

電源/電池寿命 単3電池×8本(別売) ／約180 ～ 360日間(アルカリ電池使用時）
サイズ(H×W×D) 145×108×70㎜ 145×108×73㎜

重量(電池含む) 740g 760g

防 水

品番 規格／タイプ 税抜価格

580-2081

トロフィーカム 

HD3 エッシェンシャル ￥39,000
580-2082 20MP ローグロウ ￥46,000
580-2083 20MP ノーグロウ ￥54,000
580-2084 XLT 24MP ローグロウ ￥50,000
580-2085 ① XLT 24MP ノーグロウ ￥58,000

監視カメラ

人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。
イノシシやシカなど、警戒心に強い対象物、防犯対策に最適。

ノーグロウ

赤くぼんやりと光るLEDを採用。
ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影が可能。

ローグロウ

●樹木などに固定し、
　人感センサが反応して
　自動撮影する防水カメラ
●画像はSDカードに保存
●防犯や監視の行き届かない
　場所や動物の生態観察などに

幅広く活用
①

内蔵カラーモニター：
設置現場でモニターを確認。 
撮影した静止画・動画を
SDカードに保存。 
撮影された画像には、
日時・気温などが自動付記。
 ※トロフィーカム XLT 24M 
　 ローグロウ ノーグロウ のみ
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作業
用　品

※掲載商品は2018年4月現在の価格です。
　価格や仕様は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

■お問い合わせは

本　　　社／〒899-5694 鹿児島県姶良市平松７２３３
本店営業所／〒899-5694 鹿児島県姶良市平松７２３３

TEL（0995）65-2162 ㈹ FAX（0995）65-5980

TEL（06）6391-6153 ㈹ FAX（06）6391-6213
大阪営業所／〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-3ビクトリアスビル6Ｆ

TEL（082）284-6031 ㈹ FAX（082）284-5992
広島営業所／〒735-0027 広島県安芸郡府中町千代1-10 201号

詳しくは ランドアート 検 索

●サイズ：（本体）H90×W500×D120㎜
　　　　 （杭）φ50×ℓ 450㎜
●材質：再生ポリエチレン

品番 規格／タイプ 参考価格 ( 税抜 )

276-5446 本体 2 セット入 ￥3,000 �別

仮設階段 50型（杭2本/段：1組）

品番 重量（g）参考価格 ( 税抜 )

390-1018 400 ￥11,300 �別
390-1019 450 ￥12,900 �別

601 造林鎌・下刈（1,200㎜柄付）

中厚鎌（180㎜）
品番 参考価格

390-0062 ￥2,800 �別

品番 長さ（㎝） 参考価格

390-1012 18 ￥14,300 �別
390-1013 21 ￥16,000 �別
390-1014 24 ￥17,200 �別

515 腰ナタ（並巾）

●全長：53㎝
●刃長：15.5㎝

品番 参考価格 ( 税抜 )

390-1010 ② ￥7,500 �別

502 登鎌

品番 参考価格 ( 税抜 )

390-1009 ① ￥7,500 �別

501 片手造林ナタ

●全長：60㎝
●刃長：17㎝

山林や現場で滑りやすい 
斜面への設置が簡単にできる

品番 カラー 規格／タイプ

275-4701 白

15㎜幅
50m 巻

（1 組 20 巻）

275-4702 赤
275-4703 青
275-4704 黄
275-4705 桃
275-4735 緑
275-4736 白

30㎜幅
50m 巻

（1 組 10 巻）

275-4737 赤
275-4738 青
275-4739 黄
275-4740 桃
275-4741 緑

税抜価格

￥5,000

樹木用ビニールテープ（無地）

15㎜幅×50m

30㎜幅×50m

※写真は、15㎜幅のテープです。
※粘着性はありません。
※手でちぎることができます。

※写真は、
　工事名／工種の
　タイプです。

●材質：ポリ塩化ビニールフィルム
●厚み：0.08㎜

②①

豊富なカラーと
バリエーションで目印に最適

おすすめ

下草刈りや、枝打ちに便利な刃物類

報告や証明用の携帯黒板

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-6521 ① スタンダード FPY-2 ￥4,500
291-6571 ② ワイド GPY-2 ￥5,500
291-6580 フィットマーカー FM-001 ￥240

携帯黒板フィット

① ②
板面サイズ（H×W㎝） 100×140 145×180
重量（ｇ） 105 147

②ワイドタイプ

23 ～ 56㎝まで
伸縮する棒が
便利

●従来の証明写真用の黒板よりも
　コンパクトなので持ち運びに便利
●草刈や樹木剪定の
　作業内容記載などに
●有害鳥獣の捕獲証明などに

その他のタイプはお問い合わせください。

▲ 値上げ 　▼ 値下げ　�別 運賃別


