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●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●�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

品番 規格／タイプ 参考定価  

570-1760 ラプターⅢ
ノーマル V-1000 ￥62,800�在

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

蜂防護服＆手袋

品番 規格／タイプ サイズ（cm） 税抜価格

401-5114 白 26.0 ￥3,000 �メ �別

耐油長靴

※サイズ展開：24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0

売れて
います!被害を最小限に抑えるための

対策キット

庭木やフェンスに
吊るして設置

蜂の巣の駆除の際に身を守る、
駆除専用防護服

●�雨にも強い防水台紙に、特殊な高性能業務用粘着剤をコーティング
●�スズメバチが頻繁に出現する場所や巣の近くに設置

強力な粘着剤で
ガッチリ捕獲

必要最小限を
コンパクトに！

スズメバチ誘引捕獲器と
一緒に使うと効果的

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

一度入ったら
出にくい

特殊キャップ！

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1941 No.91DX ￥4,400 �在

ヘルメット取付式防蜂ネット

●�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
●�胸・肩・腕部は、ヒモで絞れるので蜂の侵入を防ぐ
●�形状安定のワイヤー入り

ナイロン製
メッシュ

※ヘルメット別売下草刈り作業に
最適な防蜂ネット

MADE IN
JAPAN

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1710 HB-008 オープン �在

ハチ対策キット
品番 規格／タイプ 参考価格 梱

570-1852 スズメバチバスター　２セット入   ￥500 24 �在

スズメバチ 防水粘着シート

●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）

セット内 容
●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）

蜂
対策用品

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）
4重構造

ヘルメット

フリーサイズ
適応身長

165 ～185㎝

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 �在
570-1851 誘引液（交換用） ￥1,300 �在

スズメバチ誘引捕獲器

NEW!

MADE IN
JAPAN

●捕獲ボトル
セット内 容

●誘引液（200㎖）●吊り下げ用フック
MADE IN
JAPAN
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●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 �在
570-1753 ハチアブ　バズーカジェット 800 ￥1,750 20 �在

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
�在

570-1756 180 ￥1,200 �在

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

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 �在
570-1768 ② ケアプラス ベノムエクストラクター ￥3,800 �在
570-1833 ③ アスピブナン ￥3,000 �在

虫さされ対策用品

②
●大小2つの吸い口で使用可能
●押すだけの簡単操作

③

3つのマウスピースで
４通りに使える

売れて
います!

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

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

携帯しやすい

サイズ

カーゴパンツの
ポケットにも入るサイズ

480㎖

数量
限定

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

●最大12ｍまで
　薬剤が届く
●800㎖の
　大容量タイプ
●適用害虫：
　ハチ、アブ、ムカデ
　ケムシ、カメムシ
　ガ、ヤスデ

300㎖ 800㎖

180㎖

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN
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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 �在

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 �在

虫さされ対策用品

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

MADE IN
JAPAN

被るだけの
シンプル構造

効き目成分を
高濃度に配合

●�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、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

MADE IN
JAPAN

効力と安全性を備えた成分を
高濃度に配合

不快な虫から身を守る、
屋外作業に最適な防虫アイテム

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1830  バグジャケット
フリーサイズ

￥2,900 �在
570-1831  バグパンツ ￥2,600 �在

虫さされ対策用品

※サイズは、ワンサイズです。

●�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

バグジャケット

バグパンツ

おすすめ

防虫加工済みの
ヘッドネット

害虫から顔や体を守る
メッシュネット

●蚊、蜂、ブヨなどから顔を守る
●�メッシュサイズ：�約2～3㎜

MADE IN
JAPAN

ヤブ蚊のいない快適空間を
最大 8時間キープ

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 �在

蚊駆除スプレー

蚊、マダニをしっかり退治 ●ダブルジェットノズルで動き回る虫をパワフルに退治
●適用害虫：
　ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、マダニなど

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1817 フマキラーＡ プレミア 450 ￥700 20 �在

殺虫スプレー

480㎖

200㎖

450㎖

収納も
コンパクト

帽子を
被ったままでも

使える

水性タイプなので、
植物にかかっても安心 ベタつきや

イヤなニオイもない

首元のジッパーが
便利

NEW!

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
￥2,000 �在

570-1766 ② 富士綿　携帯防虫器　　　　　森林香 2 巻入 �在

虫除け対策用品
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 �在

虫さされ対策用品

MADE IN
JAPAN
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品番 規格／タイプ 内容量 税抜価格 梱

570-4056 ① 巣ごと退治液剤 1.8ℓ ￥1,300 8 �取 �別
570-4054 ② ウルトラ巣ごと退治 20 個 ￥880 6 �取 �別
570-4055 ③ 殺虫＆侵入防止粉剤 2㎏ ￥1,480 8 �取 �別

アリ駆除用品

●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

●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

●③

●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

●①

アリの巣や行列に
撒いて全滅させる

巣に持ち帰って
巣ごと退治

殺虫＆侵入防止の
ダブル効果

1,000㎖

直接スプレーすれば、
クモを駆除

NEW!

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 参考価格 梱

570-1834 ムシクリン 480 ￥1,600 24 �在

カメムシ駆除スプレー

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-1819 クモカダン プレミアム 1,000 ￥1,100 12 �取 �別

殺虫スプレー

480㎖

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

●クモが巣を張りそうな場所に噴霧すれば、忌避成分と
　コーティング成分で、優れた予防効果を発揮
●適用害虫：クモ

素早く一撃駆除
屋外・屋内でも使える

カメムシ対策

クモの巣を作らせない！

クモ対策

135㎖

500㎖

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 参考価格 梱

570-1818 ヤマビルファイター
135 ￥1,700 24 �在

570-1813 500 ￥5,000 12 �在

ヤマビル忌避スプレー

雨や水に濡れても
忌避効果を持続

●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

山での
作業時に

必須の
スプレー

携帯に
便利！

ヤマビル対策

300㎖

手元ハンドルで簡単操作NEW!

NEW!

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 �在

ヘビ駆除スプレー

噴射した薬剤は、
直線的に約３m飛ぶ

品番 規格／タイプ      税抜価格

570-1932 スネークキャッチャー ￥3,500 �在

ヘビ取り棒

●全長：1,200㎜　
●重量：650g
●口開き：
　0 ～ 100㎜

直接触れたくない獲物でも、離れた
位置から捕獲できる

離れた位置で獲物をキャッチ!!

ハブから
身を守る！

ヘビ対策

3つのタイプ※の
アリ駆除用品

※液剤、ベイト剤、粉剤。アリ対策

●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
MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

不快害虫
対策用品
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鳥獣害
対策用品

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1890 通せんぼくん　FJK-192 ￥12,800 �メ �別

獣害撃退装置

 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

●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）

田畑を荒らす害獣を
音と光で撃退

品番 規格／タイプ 参考価格 梱

570-1901 獣よけ線香　20 巻入 ￥2,000
24

�メ �別
570-1902 携帯防虫器セット（10 巻入） ￥2,500 �メ �別

獣害対策用品

品番 規格／タイプ サイズ（m） 参考価格 梱

570-4001 EG-37 2 × 3
オープン

10 �取 �別
570-4002 EG-39 3 × 4 6 �取 �別

ゴミ被せネット

辛味成分で
動物を寄せ付けない NEW!

●カプサイシンを空中に
   飛散させ動物の嗅覚を刺激
●分厚い線香で煙の量が多い
●適用：シカ・イノシシ・タヌキ
　　　��イタチ・ノラ猫など

おどし羽根を
4.5mの高さに発射 NEW!

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 �在
570-1801 ② 

 ウルフピー　　　　
340g ￥8,500 �在

570-1802 ③ 3.78ℓ ￥77,000 �メ �別

獣害対策用品 ① ② ③

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

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

オオカミの尿 100％
の動物よけリキッド

6種類の
音声パターン内蔵 NEW!

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4100 トリサッタ　TTN-T4 ￥34,000 �メ �別

鳥害対策商品

●電源：12Vバッテリー
　　　 （別売）

●サイズ： H40×W20×D20㎝
●重量：1.3kg

●鳥がおびえる本物の鳴き声や、電子音を収録
●慣れを防ぐ、30秒～ 30分の運転間隔設定
●吊るすだけのカンタン設置
●適用鳥：カラス・ムクドリ・ヒヨドリ・スズメ

NEW!

●材質：ポリエチレン（カプサイシン混入）
●目合：4×4㎜  ●糸径：1㎜

カラスの苦手な辛味
成分入りのゴミネット

●辛味成分（カプサイシン）
　入りのゴミネット
●めくれ上がりを防止するおもり付

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4101 バードパンチャー
 （カセットガスタイプ）TBP-C2 ￥77,000 �メ �別

鳥害対策商品

おどし羽根が
爆発音とともに

飛び上がる!!

BANG!!

天敵を嫌がる
動物の習性を

利用!

鳥が
嫌がる音で

しっかり
追い払う！

●光センサによる昼夜自動切替
●運転時間は約30秒～約10分間隔に

ダイヤルで無段階調節可能
●サイズ： 
　H122×W34×D24.5㎝
●重量：15kg
●電源：単1電池×6本（別売）

●おどし羽根を垂直方向に発射し音と視覚で鳥を威嚇
●カセットガス方式なので、設置や移動もカンタン
●適用鳥：カラス・ヒヨドリなど

音と視覚で、鳥から果樹
（ブドウ、ナシ、リンゴ）を
守ります。棚や傾斜のある
果樹園に最適。

鳥から果樹園を守る
コントローラー

おどし羽根

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN
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獣害
対策用品

SA30DC SA30SL SA30AD
使用環境 防雨型（IPX5） 防雨型（IPX5） 屋内型
最大有効さく線
距離(m) 3,000 3,000 3,000

出力電圧（V) 9,000 9,000 9,000
電源 DC12V DC12V AC100V ／ DC12V
本体サイズ

（H×W×D㎜） 365×250×170 545×250×200 365×250×170

重量（kg） 4.3 6.4 2.9

電気の柵で動物を
寄せ付けない！

電柵器は、設置場所によって
3種類から選べます LED3段階表示

出力電圧(V)が
分かりやすい
デジタル表示

小動物用の捕獲器 NEW!

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4101 バードパンチャー
 （カセットガスタイプ）TBP-C2 ￥77,000 �メ �別

品番 規格／タイプ サイズ（m） 参考価格

570-4031
アニマルフェンス

（支柱付）

1.0 × 20 ￥13,000 �メ �別
570-4032 1.2 × 20 ￥14,500 �メ �別
570-4033 1.5 × 15 ￥17,000 �メ �別
570-4034 2.0 × 20 ￥25,500 �メ �別
570-4035

アニマルフェンス用 
門扉支柱セット

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

アニマルフェンス

品番 　　 規格／タイプ サイズ（㎜） 参考価格

570-4251 Ｍ型（餌吊式） 280 × 280 × 650 ￥13,800 �メ �元
570-4252 Ｌ型（餌吊式） 340 × 340 × 800 ￥21,000 �メ �元
570-4253 Ｍ型（踏板式） 280 × 280 × 650 ￥18,400 �メ �元

捕獲器

●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

動物の侵入を
防ぐためのフェンス

突起物がないので
動物にも優しい

●餌吊式と違い、小さなエサも配置できる
●Ｍ型：タヌキ、ネコ

踏板式

取扱が
カンタンな
餌吊式

●シンプルな構造なので設置もカンタン、
　しかも廉価
●Ｍ型：タヌキ、ネコ
　Ｌ型：ヌートリア、アライグマ

餌吊式

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4200 ① 12V バッテリータイプ※ SA30DC ￥43,600 �メ �別
570-4201 ② ソーラータイプ※ SA30SL ￥84,000 �メ �別
570-4202 　 AC100V タイプ SA30AD ￥47,000 �メ �別

電柵器本体

※12Vバッテリーが付属します。

③ ④

① ②

●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
●電源の種類が設置場所に
　よって選べる

●出力コード
●危険表示板(2枚)
●アース棒(5連)
●取扱説明書

⑤ ⑥

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4230 ⑤ クイック
      テスター TBS-QT1 ￥4,700 �メ �別

570-4231 ⑥ デジタル
　  ボルトメーター TBS-DV1 ￥16,000 �メ �別

テスター

品番 規格／タイプ 直径（㎜ ) 全長／地上高 (㎝ ) ガイシ数 ( 個 ) 入数 ( 本 ) 税抜価格

570-4220 ④ FRP93 φ 16 93 ／ 69 6 50 ￥22,500 �メ �別
570-4221 FRP125 φ 20 125 ／ 90 8 20 ￥12,000 �メ �別
570-4222 FRP185 φ 20 185 ／ 150 12 20 ￥19,000 �メ �別
570-4223 FRP250 φ 31 250 ／ 210 13 10 ￥18,000 �メ �別

ガイシ付 FRP 支柱

品番 規格／タイプ サイズ（径×長さ） 税抜価格

570-4210 ③ PS520B　   φ 2.0㎜× 500m 巻 ￥7,000 �メ �別
570-4211 PS220B φ 2.0㎜× 200m 巻 ￥3,800 �メ �別
570-4212 PS522B φ 2.2㎜× 500m 巻 ￥7,900 �メ �別
570-4213 PS530B φ 3.0㎜× 500m 巻 ￥10,000 �メ �別

さく線（ポリエチレン／ステンレス）

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4241 ゲートセット 2       TBS-GS2S ￥800 �メ �別

ゲートセット（ゲートグリップ／ゲートフック2）

電気柵は、四方を確実に囲い、できるだけ24時間運転にしましょう。
必要なさく線の長さは、設置距離×段数（動物による）。
必要な支柱の本数は、設置距離÷3m間隔（平坦な場所）になります。

20㎝
イノシシの場合、地面から20
㎝間隔で2段のさく線を張り
ましょう。

対象動物に合わせた対策をしましょう

NEW!

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

※設置の際は、電柵器本体、さく線、支柱が必要です。

※出入口用の金具

危険表示板
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品番 規格／タイプ 　　税抜価格

570-1798 ①  ベアーベル ￥3,700 �在
570-1841 ②

 南部熊鈴
（2 連型） ￥4,850 �メ �別

570-1842 ③ （3 連型） ￥6,950 �メ �別

熊鈴

●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］

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 �在
570-1821 ② #1899162 272 ￥8,600 �在
570-1822  　ベルトホルスター ￥1,700 �在

フロンティアーズマン ベアスプレー

① ②
内容量 234㎖ 272㎖
最大飛距離 9m 10.5ｍ

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

強力なカプサイシンを
配合した熊よけスプレー

品番 規格／タイプ 　税抜価格

570-1360 ① 電子ホイッスル ピットナルⅡ ￥3,200 �在
570-1349 ② ハイピッチホイッスル M-7964 ￥680 �在

ホイッスル

②

●サイズ：
　H41×W19×D21㎜
●材質：真鍮

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

音色にこだわった
国産品質緊急時の連絡にも使える

品番 規格／タイプ 　税抜価格

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

カウベル

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

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

リュックなどに付けて、
音で存在を知らせる

売れて
います!

獣害
対策用品

●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

定番のホイッスル

①

●2音切替式
●サイズ：φ60×L130㎜
●重　量：100g（電池含む）
●電　源：単4電池×3本（付属）

120 d
Bの

大音量!!
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暗闇でも発光が目立たない無人監視カメラ

強力な粘着力でネズミをがっちり捕獲

●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

大きな網と伸縮棒で
昆虫や小動物を捕獲

品番 規格／タイプ 　税抜価格

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

●植物原料のハーブの香り
●天井裏や床下のネズミを追い出す
●2本セットでお得

●強力な粘着でネズミを捕獲
●殺鼠剤などが使えない場所に

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) 145×108×73㎜

重量(電池含む) 470g 475g 495g

品番 規格／タイプ 税抜価格

580-2081
トロ

フィー
カム 

① HD3 エッシェンシャル ￥39,000�メ �元
580-2082 ②

20MP
ローグロウ ￥46,000�メ �元

580-2083 ③ ノーグロウ ￥54,000�メ �元
580-2084 ④

XLT24MP
ローグロウ ￥50,000�メ �元

580-2085 ⑤ ノーグロウ ￥58,000�メ �元

監視カメラ

①②③ ④⑤

獣害
対策用品

センサー
カメラ

センサー有効距離
反応角度
撮影範囲角度

50°

約48°

約30ｍ

センサーが感知する有効距離は、
約30ｍです。
前方約48°（反応角度）に入った
人や動物を撮影します。

人感センサが熱を感知し、カメラが作動

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
獣害対策としてだけでなく、不法投
棄の監視や防犯カメラとしても利用
できます。

日中、明るい場所での撮影

夜間、光が不十分な場所での撮影

画像の
チェック時は
SDカードを
抜き取る

撮った画像を
内蔵の
カラー液晶で
チェック！

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 ￥11,800 ▼ �在
570-1922 替え網 ￥2,500 ▼ �在

採集網

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 税抜価格 梱

570-4151 ネズミ忌避スプレー（2 本入） 480 ￥2,800 10 �在

ネズミ駆除用品

品番 規格／タイプ 税抜価格 梱

570-4150 プロボードＬ (10 枚入 ) ￥2,200 10 �在

ネズミ駆除用品

●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㎜

シートサイズ：
H215×W335×t3㎜（広げた状態）

●サイズ：
　H142×W84×D108㎜
●電源：単2電池×4本（別売）
●探知範囲：最大90度、最遠7m

●大きな網で獲物を捕獲
●捕獲後は網だけ取り外しできる

2種の超音波で
ネコが慣れない NEW!

ねずみの嫌がる臭いで
寄せ付けない NEW!

NEW!

防 滴
生活防水

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4105 猫しっし　REP-600 ￥8,000 �メ �別

ネコ忌避用品

ネズミが通る
壁際や物陰に設置

480㎖

６mの
強力噴射！
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草刈
用　品

品番 規格／タイプ 税抜価格

412-3001 EB5300TH ￥76,000 �メ �別

マキタ 背負式エンジンブロワ（４ストローク）

安心の賠償責任保険が
３年分無料

2ストのパワー・
軽さ・安さが魅力

一般的な雑草から
笹・雑木・竹まで対応

品番 重量（g） 参考価格

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

601 造林鎌・下刈（1,200㎜柄付）品番 長さ（㎝） 参考価格

390-1012 18 ￥15,500 ▲ �取 �別
390-1013 21 ￥16,900 ▲ �取 �別
390-1014 24 ￥18,600 ▲ �取 �別

515 腰ナタ（並巾）

②

●全長：60㎝
●刃長：17㎝

① ③ ④

●全長：53㎝
●刃長：15.5㎝

●排気量：25㎝3

●燃料タンク：0.58ℓ
●燃料：無鉛ガソリン
●チップソー：φ230㎜

●排気量：21㎝3

●燃料タンク：0.4ℓ
●燃料：混合ガソリン
●チップソー：φ230㎜

●全長：44㎝
●刃長：18㎝

●全長：46㎝
●刃長：18㎝

品番 参考価格

390-1010  ② ￥7,500 �在

502 登鎌

品番 参考価格

390-1009  ① ￥7,500 �取 �別

501 片手造林ナタ

品番 参考価格

390-0065  ④ ￥3,500 �取 �別

ナタ鎌

品番 参考価格

390-0062  ③ ￥2,800 �在

中厚鎌（180㎜）
● ４つの防振バネで低振動
● クッション性の良い
    背当て＆背負いバンド

●排気量：52.5㎤
●燃料タンク：1.8ℓ
●燃料：ガソリン

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3088 　　　　　　　　UMK425-KI-UVJT ￥56,500 �取 �別

ホンダ 肩掛け式刈払機（4ストローク）
一般的な雑草から笹・雑木・竹まで対応

①
●雑草・笹用で、切れ味と
���耐久性を両立させた
���斜め埋込みタイプ
●刃数：36（φ230㎜）
　　����40（φ255㎜）

②
●山林の下刈用で、雑木・笹・竹などに
���適した千鳥刃
●刃数：60

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3087 MUR186UDRF ￥57,900 �メ �別

マキタ 充電式刈払機

●�草の少ない場所では
　省エネ・低騒音に自動切替
●�キックバック防止機能付
●�高速回転で約39分の連続運転
●�分割桿なので、車への積込みが楽

●バッテリー：BL1830B（付属）
●充電器：DC18RC（付属）
●桿の長さ：964㎜／962㎜

分割できる

18V
3.0Ah 充電式

●燃料がガソリンだから
　手間いらず
●実用燃費は２ストタイプの
　1/2と維持費がお得
●排出ガス規制をクリアした
　クリーンなエンジン

NEW!

強力な風で落ち葉や刈草を吹き飛ばす

18Vバッテリーで 22cm3エンジン式と同等の使用感

ガソリン

ガソリン

排気量
52.5㎤

排気量
25㎤

混合
ガソリン

排気量
21㎤

NEW!

●排気量：22.2㎤
●燃料タンク：0.4ℓ
●燃料：混合ガソリン

●4つの防振バネで低振動
●左右45°90°に回転できるので
　様々な刈り込み場所で
　作業しやすい

品番 規格／タイプ 刈り込み幅 (㎜ ) 税抜価格

412-3051 EH5000W 500 ￥60,800 �メ �別
412-3052 EH6000W 600 ￥62,800 �メ �別

マキタ エンジンヘッジトリマ（2ストローク）

強力パワーで
燃費も良い!!

●軽量で長時間の作業でも負担が少ない
●ダブルスロットルレバーで
���作業がはかどる
●スタータロープを引く力が
���従来の1/3～ 1/2

下草刈りや、
枝打ちに便利な刃物類NEW!

街路樹の剪定、
生垣の刈り込みに

混合
ガソリン

排気量
22.2㎤

品番 規格／タイプ 外径×厚み（㎜）入数（枚） 税抜価格

403-3255 ① Mr. ス刈ット
　 （一般草刈用）

230 × 2.0
2 ￥2,970�取 �別

403-3256 255 × 2.0 �取 �別
403-3257 ② Mr. 下刈

    （山林下刈用）
230 × 2.0

1 ￥3,300�取 �別
403-3258 255 × 2.0 �取 �別

草刈機用チップソー

品番 規格／タイプ 　　　　  税抜価格

403-3085 MEM2102U ￥36,200 �メ �別

マキタ エンジン刈払機（2ストローク）

山林での
下草刈に
便利！
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●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

276-5446 本体 2 セット入 ￥3,200 ▲ �メ �別

仮設階段 50型（杭2本/段：1組）

山林や現場で滑りやすい 
斜面への設置が簡単にできる

www.land-art.co.jp

品番 規格／タイプ 内容量 (ℓ ) 税抜価格

412-2003 速攻除草剤　SJS-4L 4 ￥1,500 �メ �別

除草剤

※本剤は非農耕地用除草剤です。
　農薬ではありませんので、
　農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

散布できる面積：約40～200㎡
　　　　　　　�(12～ 16坪)

●アミノ酸系と速効性のあるMCPAを
　ダブル配合
●散布してから３～７日で効果発現
●枯らしにくいスギナにも効果あり
●希釈せずに散布できるストレートタイプ

●�細かいメッシュなので、
　風通しは良く
���飛散物は通さない
●�2ｍ×2ｍの広いエリア
　をカバー
● ネットが破れても
　別売でネットのみ対応可能

●サイズ：2m×2m（組立時）
●重　量：2.5kg

●ご利用の目安：4～6年程度
●厚み：0.3 ～ 0.4㎜

希釈せず散布できる速効性のある除草剤草刈作業時の飛散事故を防ぐネット

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1303 MS170C-E ￥24,800 �メ �別

エンジンチェンソー

POINT 01
交通量が多い道路沿いでも
安心して作業可能

POINT 02
コンパクトに収納できるので、
設置・撤収も楽らく

石飛ガードで飛散事故を防ぐ

14
㎝

① ②

●エンジン始動が楽な
���エルゴスタートなど
　実用機能満載の
���エントリーモデル
●薪作りや
���DIYに最適

300㎜

NEW!

税抜価格

￥5,000 �在

樹木用ビニールテープ（無地）

※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。

●材質：ポリ塩化ビニールフィルム
●厚み：0.08㎜

雑草の繁茂を
ブロック！

          品番 規格／タイプ                  税抜価格

403-3245 0801　フレーム・ネット一式 ￥14,500 ▲ �メ �別

石飛ガード 品番 規格／タイプ 税抜価格

410-1401 ①        2 ｍ× 50 ｍ巻
オープン �取 �別

410-1411 ②    シートピン (50 本入 ) �取 �別

防草シート

軽量コンパクト
エンジンチェーンソー

●排気量：30.1㎤
●出力：1.2kw
●ガイドバー：300㎜
●重量：4.2㎏

ガソリン 排気量
30.1㎤

品番 規格／タイプ 外径×厚み（㎜）入数（枚） 税抜価格

403-3255 ① Mr. ス刈ット
　 （一般草刈用）

230 × 2.0
2 ￥2,970�取 �別

403-3256 255 × 2.0 �取 �別
403-3257 ② Mr. 下刈

    （山林下刈用）
230 × 2.0

1 ￥3,300�取 �別
403-3258 255 × 2.0 �取 �別

15㎜幅×50m

30㎜幅×50m

豊富なカラーと
バリエーションで目印に最適

おすすめ

よく目立つ
カラーリングで

山林で大活躍！

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
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※掲載商品は2019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。

パックカバー内蔵なので、
急な雨にも素早く対応

動きやすく、
安全な地下足袋

小石や汚れを防ぐ、
すねガード

屋外作業
用　品

■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

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

570-1796 1133161 20ℓ
ブラック

￥10,200 �取 �別
570-1799 1133162 25ℓ ￥10,600 �取 �別
570-1797 1133163 30ℓ ￥11,000 �取 �別

ガレナパック
※予告なく仕様が変更になる場合があります。

30ℓ

フロントのコンプレッション
ポケットや、 行動中にも
アクセスしやすいサイドポケット
など多彩なポケットを装備 

品番 規格／タイプ 参考価格

403-3243 Clean-Uni( クリーン・ユニ ) ￥3,000 �在

草刈エプロン
品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

402-2251 虫よけヤケーヌ クリーム色 ￥2,200 �在

ＵＶカットマスク

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3249 KB-28 ￥1,500 �在

刈払作業用すねガード
品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3248 ヘル面ガード ￥3,000 �在

ヘルメット用防護面

▲ 値上げ　　�在 ランドアート在庫商品　　　　　�メ メーカー在庫商品　　                             
▼ 値下げ　　�取 ランドアートに取り寄せる商品   �別 送料が別途かかる商品

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 参考価格

401-4243 プロガードファスナーたび 26.0 ￥3,500 �メ �別

地下足袋（ファスナー付）

※サイズ展開：24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0

NEW!

NEW!

NEW!

ペットボトルも
飲める！

● 動きやすい一体型パンツ式
● 後側はメッシュで通気性に優れる

● 耳にかけて後ろで留めるだけ
● 紫外線を防ぐので屋外作業に最適
● 繊維に虫よけ加工済み

● マジックテープで、
　カンタン装着　
●すね部はガード板入、
　裏はメッシュ

● ヘルメットのつばに掛けて
　バネで留めるだけ
● ほとんどのヘルメットに
　取付けできる

撥水加工で草　の付着を防ぐ 日焼けを防ぎ、虫を寄せ付けない

草刈時の飛散物から顔を守る

ファスナー付
だから
脱着しやすい

UVカット
98％

メッシュで
涼しい！

高い通気性を
持つショルダー
ハーネス

樹脂製の
先芯入り


