


サイズ：
φ90×H230㎜

蜂
対策用品
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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 �メ �別
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!

●�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

必要最小限を
コンパクトに！

一度入ったら
出にくい

特殊キャップ！

風量が４段階
調整できる
空調ファン付

が登場

スズメバチ誘引捕獲器と
一緒に使うと効果的

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

フィットゴム付
なのでぴったり！

●�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

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）

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 梱

570-1850 業務用スズメバチ誘引捕獲器 ￥1,980
12

�在
570-1851 誘引液（交換用） ￥1,300 �在

スズメバチ誘引捕獲器

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

被害を最小限に抑えるための
対策キット

強力な粘着剤で
ガッチリ捕獲

MADE IN
JAPAN

下草刈り作業に
最適な防蜂ネット

MADE IN
JAPAN

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

※セット内容は予告なく変更する場合があります。
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▲ 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　�受 受注生産品　�別 送料が別途かかる商品  

●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

570-1839 服にかけるハチ忌避剤 200 ￥1,500
20

�在
570-1753 ハチアブ　バズーカジェット 800 ￥1,750 �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!

売れて
います!

携帯しやすい

サイズ

作業員の方を

ハチから守る

カーゴパンツの
ポケットにも入るサイズ

480㎖

●ハチに忌避効果
が あ る 虫 よ け
成分を配合

●服の上からスプ
レーして使える

200㎖ 800㎖

180㎖

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

ヘビや虫に刺された時の
応急処置に

凶暴なスズメバチを
秒速ノックダウン

動きを止める成分を
プラス

冷感香料とメントールで
爽やかな使い心地

●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

NEW!

吸引カップ
4個と

カミソリ付



防虫
対策用品
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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 参考価格

570-1741 フェイスガードネット ￥900 �在

防虫ネット

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

●�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㎜

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

●蚊、蜂、ブヨなどから顔を守る
●�メッシュサイズ：�約2～3㎜

おすすめ!

首元のジッパーが
便利

害虫から顔や体を守る
メッシュネット

防虫加工済みの
ヘッドネット

●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

●�蚊や蜂などの害虫から顔を守る
●�ヘルメット用日よけや、
　麦わら帽子などを被ったまま
　装着できる

200㎖

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

効力と安全性を備えた
成分を高濃度に配合

ヘルメットや帽子を
被ったまま装着できる

被るだけの
シンプル構造

収納も
コンパクト

帽子を
被ったままでも

使える

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
480㎖

MADE IN
JAPAN

ヤブ蚊のいない快適空間を
最大 8時間キープ

水性タイプなので、
植物にかかっても安心

●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 �取 �別

殺虫スプレー

450㎖

ベタつきや
イヤなニオイもない

※麦わら帽子は
　別売です。

MADE IN
JAPAN

効き目成分を高濃度に配合

ヘルメ
ット

にも対応



●サイズ：φ132×H220㎜
●重量：600ｇ
●電源：AC100V（コード2ｍ）

●サイズ：φ125×H240㎜
●重量：600ｇ
●電源：AC100V（コード1.5ｍ）

●サイズ：φ70×H200㎜
●重量：260g
●電源：リチウムイオン充電池内蔵

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

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
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▲ 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　�受 受注生産品　�別 送料が別途かかる商品  

250㎖

水を入れるだけでいつの間にか蚊を駆除

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1880 蚊取り ･ 先攻！ KTS-1 ￥7,000 �メ �別

吸引式蚊取り器

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1883 電撃！ちょこっと DGK-1B ￥5,000 �メ �別

充電式殺虫器

●�薬剤を使わず、
���近紫外線で誘引するので安心
●ファンで本体内部に吸い込んで
　乾燥・死滅させる

●�UV光源とCO2で誘引し高電圧で
　確実に殺虫
●�工場内や作業場などにも使える

●USB充電式で殺虫灯を約11時間
　点灯し、高電圧で駆除
●ランタン・トーチ機能付

●0.8秒でムカデの動きを瞬間停止
●通り道にスプレーすれば、侵入
　予防効果が約１ヵ月持続
●室内でも使えて、ニオイ、
　ベタつきが気にならない

UV光源とCO2発生剤で
蚊や虫を誘引

仮設トイレや便槽に注ぐだけで
イヤな虫やニオイを解決

UV光源で蚊や虫を誘引し
吸い込んで駆除

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1881 電撃！蚊チッと DGK-1H ￥4,000 �メ �別
570-1882 交換用 CO2 発生剤 （5 個入） ￥750 �メ �別

電撃式殺虫器

不快な虫から身を守る、
屋外作業に最適な防虫アイテム

充電式だから
どこでも使える殺虫器

35dBの
静音設計

1ヵ月
約90円の

省エネ設計

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 参考価格 梱

570-1843 ムカデコロリ秒殺ジェット 250 ￥1,500 20 �メ �別

ムカデ用スプレー

ムカデの動きを
すばやく止めて駆除

●コバエ類の幼虫を駆除
●ローズの香り
●給水タンク（50ℓ）に

1本注ぐ、または便槽
に直接４プッシュ

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 　　税抜価格 梱

570-1845 トリプル消臭プラス 500 ￥1,500 12 �在

トイレの虫がいなくなる液剤

500㎖

屋内用 屋内用

屋内外
兼用

NEW!

イメージ

NEW!

NEW!

NEW!

●ユスリカ、ガ、ハネアリ、
　カメムシなどの殺虫・忌避
●ガラスに塗布しても
　透明度は損なわれない

ガラス面に噴射し、
寄り付く虫を殺虫・忌避

品番 規格／タイプ 内容量 (㎖ ) 　　参考価格 梱

570-1844 ガラス用 450 ￥2,600 15 �在

業務用虫コナーズスプレータイプ

450㎖

NEW!

NEW!

イメージ

ピタッ

1粒で約12時間
CO2を発生

イメージ

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

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

�メ �別
570-1838 ② BD-2L ￥980 �メ �別

蚊駆除用品

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

②①

網カバー
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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

1,000㎖

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

クモ駆除スプレー

480㎖

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

カメムシ対策

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
570-1840 ヤマビルファイタージェット 180 ￥1,300 12 �在

ヤマビル用スプレー

●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
●ヤマビルファイター
　ジェットは直接
　スプレーして殺す

ヤマビル対策

300㎖

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

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

ヘビ対策

※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

ハブから
身を守る！

直接
スプレーすれば、

クモを駆除

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

カメムシの駆除
侵入防止に

携帯に
便利！

山での
作業時に

必須の
スプレー

噴射した薬剤は、
直線的に約３m飛ぶ

手元ハンドルで
簡単操作

離れた位置で
獲物をキャッチ!!

ヤマビル対策に
効果的！

3つのタイプ※の
アリ駆除用品

クモの巣を
作らせない！

素早く一撃駆除
屋外・屋内でも使える

不快害虫
対策用品

180㎖

NEW!
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●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

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

2種の超音波で
ネコが慣れない

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1921 害獣キャッチャーアルハント ￥16,000 ▲ �メ �別
570-1922 替え網 ￥4,300 ▲ �メ �別

採集網

●棒の伸縮長：
   全長1,300 ～ 1,950㎜
●網サイズ：φ500×L900㎜
●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

●柔らかい素材なので、荷物にフィット
●鳥害防止用など多目的に使える

大きな網と伸縮棒で
昆虫や小動物を捕獲

ゴミ置き場の
ゴミ飛散防止に

●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

ネズミ駆除用品
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

ネズミ駆除装置
品番 規格／タイプ 参考価格

570-4160 マウスヘブン　FJK-202 ￥7,500 �メ �別

ネズミ駆除用品

480㎖

ネズミの嫌がる臭いで
寄せ付けない高電圧でネズミを駆除

６mの
強力噴射！

電池４本で
約４～５匹を駆除

捕獲部分と電源部分は
取り外しできるので
丸洗いもOK！

ニャ？

●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

●内部には3枚のプレートが並び
　2枚に触れると高電圧が流れる
●薬品などを使用しないので、安全安心
●電池駆動なので設置がカンタン

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

シートサイズ：
H215×W335×t3㎜（広げた状態）

●サイズ：H120×W98×D215㎜
●重量：500ｇ
●電源：単2電池×4本（別売）
●作動時電圧：6,000 ～ 8,000V（4分間通電）

強力な粘着力でネズミをがっちり捕獲

ネズミが通る
壁際や物陰に設置

鳥害防止に最適

獣害
対策用品

www.land-art.co.jp

品番 規格／タイプ サイズ（m） 参考価格 梱

570-4001 GN-23 2 × 3 ￥6,000 10 �取 �別
570-4002 GN-24 3 × 4 ￥11,500 6 �取 �別

ゴミ被せネット

●材質：ポリエチレン（カプサイシン混入）
●糸径：1㎜（目合4㎜）

●糸径：1.3㎜（目合10㎜）
　　　  1.5㎜（目合25㎜）
●材質：ポリエステル

●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

カラスの苦手な辛味
成分入りのゴミネット

NEW!

NEW!

品番 規格／タイプ 参考価格

570-4003 3.6 × 3.6 ｍ
目合 10㎜

￥43,690 �取 �別
570-4004 3.6 × 5.4 ｍ ￥63,190 �取 �別
570-4005 3.6 × 3.6 ｍ

目合 25㎜
￥22,660 �取 �別

570-4006 3.6 × 5.4 ｍ ￥30,530 �取 �別

多目的ネット

MADE IN
JAPAN
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対象動物別の主なセット内容例

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

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

電気さく本体

※12Vバッテリーが付属します。

セット内容（設置例）

100 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（50 本）、さく線 PS520B（1 巻）
ゲートセット（2 セット）、クイックテスター（1 台）

200 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（100 本）、さく線 PS520B（1 巻）
ゲートセット（2 セット）、クイックテスター（1 台）

300 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（100 本）、さく線 PS520B（2 巻）
ゲートセット（2 セット）、クイックテスター（1 台）

イノシシ対策（さく線 2段張り／支柱間隔 3ｍ／出入口１ヵ所）
セット内容（設置例）

100 ｍ
電気さく本体（1 台）、支柱 FRP250（40 本）、さく線 PS520B（1 巻）

ゲートパイプ（１セット）、エレキネット（2 巻）、
アニマルネット 1200（2 巻）、クイックテスター（1 台）

200 ｍ
電気さく本体（1 台）、支柱 FRP250（80 本）、さく線 PS520B（1 巻）

ゲートパイプ（１セット）、エレキネット（4 巻）、
アニマルネット 1200（4 巻）、クイックテスター（1 台）

300 ｍ
電気さく本体（2 台）、支柱 FRP250（100 本）、さく線 PS520B（2 巻）

ゲートパイプ（１セット）、エレキネット（6 巻）、
アニマルネット 1200（6 巻）、クイックテスター（1 台）

サル対策（エレキネット／アニマルネット1200 ／
                   さく線 2段張り／支柱間隔 3ｍ／出入口１ヵ所）

③ ④

① ②

●動物がさく線に触れた瞬間に
　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）

電気さくは、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

MADE IN
JAPAN

※設置の際は、電さく器本体、さく線、支柱が必要です。

危険表示板

電気さくで動物を
寄せ付けない！

電さく器は、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

品番 　 規格／タイプ サイズ（径×長さ） 税抜価格

570-4205 　　　TBS-SU   φ 39 × L159㎝ ￥5,000 �メ �別

本体設置杭（盗難防止用のT字金具・カギ付）

対象となる動物によって、さく線の設置内容はそれぞれです。
また設置する広さで、必要な資材の数量も変わりますので
参考にしてください。

セット内容（設置例）

100 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP185（40 本）、さく線 PS520B（2 巻）
ゲートセット（6 セット）、クイックテスター（1 台）

200 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP185（80 本）、さく線 PS520B（3 巻）
ゲートセット（6 セット）、クイックテスター（1 台）

300 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP185（100 本）、さく線 PS520B（4 巻）
ゲートセット（6 セット）、クイックテスター（1 台）

シカ対策（さく線 6段張り／支柱間隔 3ｍ／出入口１ヵ所）
セット内容（設置例）

100 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（50 本）、さく線 PS520B（1 巻）
ゲートセット（3 セット）、クイックテスター（1 台）

200 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（100 本）、さく線 PS520B（2 巻）
ゲートセット（3 セット）、クイックテスター（1 台）

300 ｍ 電気さく本体（1 台）、支柱 FRP93（100 本）、さく線 PS520B（2 巻）
ゲートセット（3 セット）、クイックテスター（1 台）

小動物対策（さく線 3段張り／支柱間隔 3ｍ／出入口１ヵ所）
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品番 規格／タイプ 高さ（㎜） 税抜価格

570-4260 エレキネット 1,050 ￥25,800 �メ �別

ネット式さく線

品番 規格／タイプ 高さ（㎜） 税抜価格

570-4265 アニマルネット 2300 2,300 ￥13,800 �メ �別

防獣ネット

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

●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

●サイズ：H1,050㎜×L50ｍ
●重量：3.6kg

●プラス線5段、マイナス線5段の
　通電ネット
●設置・撤収しやすい
●動物のすり抜けを防げるネット式

●サイズ：H2,300㎜×L30ｍ
●重量：5.3kg
●線径：1.5㎜　●目合い：60㎜

●ポリエチレンとステンレス線の
　組み合わせで噛みちぎられにくい
●上下押さえロープ付

ステンレス線入りで噛みちぎられにくい NEW!

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4266 鉄心ペグ 300（100 本入） ￥10,000 �メ �別

ペグ

●サイズ：φ12㎜×L300㎜
●重量：90g
●鉄芯入り

●ネットやフェンスなどの
　固定用ペグ
●用途に応じて使える大小
　２種類のフック

ネットのめくり上げ防止に

NEW!

品番 規格／タイプ 高さ（㎜） 税抜価格

570-4261 アニマルネット 1200 1,200 ￥9,800 �メ �別
570-4262 アニマルネット 600 600 ￥5,800 �メ �別

防獣ネット

●サルや小動物が
　すり抜けにくい
　40㎜の目合い
●丈夫な1.8㎜の線径

電気さくとの併用で効果を発揮

NEW!

1200 600
サイズ H1,200㎜×L50ｍ H600㎜×L50ｍ
重量 6.7kg 3.3kg
目合い 40×40㎜ 40×40㎜
線径 1.8㎜ 1.8㎜

品番 規格／タイプ 高さ（㎜） 税抜価格

570-4263 あいがもネット 1500 1,500 ￥10,000 �メ �別
570-4264 あいがもネット 1000 1,000 ￥6,600 �メ �別

防獣ネット

●小動物がすり抜けにくい
　16㎜の目合い
●上下押さえロープ付

細かい目合いですり抜けを防ぐ

動物の侵入を防ぐためのフェンス

NEW!

1500 1000
サイズ H1,500㎜×L50ｍ H1,000㎜×L50ｍ
重量 5.2kg 3.5kg
目合い 16×16㎜ 16×16㎜
線径 1㎜ 1㎜

よじ登りが得意なサル対策に効果的
NEW!

まくり上げ、よじ登り、
飛び越えを阻止

ズル賢いサルには注意が必要です。
電気さくとネットでしっかりと
侵入を防ぎましょう

お薦め
ポイント

●支柱 FRP185
●エレキネット
●アニマルネット1200
●さく線 PS520B

サル対策

●支柱 FRP250
●アニマルネット2300
●鉄心ペグ300

シカ対策

●支柱 足踏み型
●アニマルネット600
●さく線 PS520B

小動物対策

●支柱 FRP125
●あいがもネット1500
●さく線 PS520B

小動物対策
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イノシシやシカを
捕獲する
大型捕獲器

人間にも動物にも
やさしい吊えさ
タイプ

許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されており、
わなを設置する方は、捕獲の許可証または狩猟者登録証が必要です。

捕獲器の設置には、役所への申請が必要です

獣害
対策用品

長年作り続けられている
定番のわな

動物がケガをしにくい
踏板タイプ

シンプルな構造で
設置もカンタン

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

570-4253 （踏板式） ￥18,400 �メ �元

捕獲器

●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

●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

●丈夫なバネ
●小型で軽量

●やさしいキャッチ

餌吊式

MADE IN
JAPAN

小動物用の捕獲器 取扱が
カンタンな
餌吊式

●作動の調節ができる
●大きな動物も逃さない
●動物に安全でやさしい

202 302 402
サイズ（H×W×Dcm） 20×20×61 29×29×65 36×31×75
線材径（㎜） φ2.0 φ2.0 φ3.0
重量（kg） 2.3 3.0 7.3
対象動物 イタチ（オス） タヌキ・ヌートリア ハクビシン・アライグマ・キツネ

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1951 No.202 ￥13,000 �メ �別
570-1952 D タイプ No.302 ￥16,900 �メ �別
570-1953 No.402 ￥35,100 �メ �別

捕獲器（吊えさタイプ）

NEW!

●細かいエサも使用できる
●軽い作動
●安全に配慮した踏板

●シンプルな
   構造
●軽い作動
●見つかり
   にくい

304 404
サイズ（H×W×Dcm） 29×29×78 35×30×110
線材径（㎜） φ2.0 φ3.0
重量（kg） 3.8 9.8
対象動物 イタチ（オス）・タヌキ ハクビシン・アライグマ・キツネ

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1954 D タイプ
No.304 ￥39,000 �メ �別

570-1955 No.404 ￥45,500 �メ �別

捕獲器（踏板タイプ）

●組立、設置、捕獲の全てがスムーズで現場での手間を限りなく減らせる機能を装備
●動きを制限する抑制板挿入口付（601/602）
●組立後に軽トラで運搬可能なサイズ（603/604）

605 606 607 608
サイズ（筒径）㎜ φ120 φ120 φ200 φ200
ワイヤー径（㎜） φ4.0 φ5.0 φ4.0 φ5.0
重量（kg） 1.6 1.8 1.8 2.0
対象動物 イノシシ・シカ

601 602 603 604
サイズ（H×W×Dcm） 100×100×200 100×100×200 85×85×180 85×85×180
線材径（㎜） φ6.0 φ6.0 φ6.0 φ6.0
重量（kg） 100 120 67 75
対象動物 サル・イノシシ・シカ

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1956 No.601（片開き）
本体 10 分割

￥185,000 �メ �別
570-1957 No.602（両開き ) ￥207,000 �メ �別
570-1958 No.603（片開き）

本体 6 分割
￥171,000 �メ �別

570-1959 No.604（両開き ) ￥189,000 �メ �別

捕獲器（蹴り糸タイプ）

101 201 301 401
サイズ（H×W×D㎜） 67×80×170 75×100×200 81×110×235 75×110×355
重量（kg） 0.3 0.4 0.6 0.8

対象動物 ネズミ イタチ（オス）
ウサギ

タヌキ
ヌートリア

ハクビシン・
アライグマ・キツネ

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1964

C タイプ

No.101（2 個入） ￥3,500 �メ �別
570-1965 No.201（2 個入） ￥4,160 �メ �別
570-1966 No.301（1 個入） ￥3,120 �メ �別
570-1967 No.401（1 個入） ￥3,640 �メ �別

捕獲器（バネタイプ）

品番 規格／タイプ 参考価格

570-1960 No.605
筒径φ120㎜

￥14,300 �メ �別
570-1961 No.606 ￥15,600 �メ �別
570-1962 No.607

筒径φ200㎜
￥15,600 �メ �別

570-1963 No.608 ￥16,900 �メ �別

捕獲器（くくりわなタイプ）

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

設置例

鳥獣
被害の
発生

▶ ▶ ▶ ▶役所の
担当課へ

相談

捕獲許可
申請の
承認

捕獲器の
購入

設置



10▲ 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　�受 受注生産品　�別 送料が別途かかる商品  

www.land-art.co.jp

鳥害
対策用品

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4100 トリサッタ　TTN-T4 ￥34,000 �メ �別
570-4102 トリサッタ用 AC 電源 ￥4,700 �メ �別

鳥害対策商品

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格 梱

570-4270 ニューニゲロン
透明

￥1,250 20
�取 �別

570-4271 黒 �取 �別

防鳥糸

●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

●サイズ：H98×W32×D12cm
●重量：6.6kg
●電源：単1電池×6本（別売）
●プロパンガス（別売）

●糸の太さ：約0.5 ～ 0.8㎜
●長さ：500ｍ

●打ち上げ距離：斜め横方向 約30m
●電源：単1電池×6本（別売）
●プロパンガス（別売）

●果樹園から広い田畑まで幅広く対応
●光センサによる昼夜自動切替
●運転間隔は約30秒～約10分
　（ダイヤル式無段階調節）

●果樹園から広い田畑まで幅広く対応
●光センサによる昼夜自動切替
●運転間隔は約30秒～約10分
　（ダイヤル式無段階調節）

●サイズ：H575×W25×D94㎜
●重量：72g
●対象動物：ドバトなど

●ベランダの手すりなどに設置し鳥の侵入を防ぐ
●継足しできるので、長距離の設置も可能

●翼にダメージを受けることを嫌
う鳥に、キラキラ光る部分と見
えにくい部分がある扁平加工
フィラメントで防鳥効果

●１本の糸で、２つの効果（接触と
警戒）

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

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-4103 ジェットバング TJB-5 ￥58,000 �メ �別

鳥害対策商品

●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）
●カセットガス（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

品番 規格／タイプ 参考価格

570-4104 ロケットバング　TRB-5 ￥97,000 �メ �別

鳥害対策商品
品番 規格／タイプ 参考価格

570-1970 　　 防鳥スパイク　50㎝   ￥600 �メ �別

鳥害対策商品

ベランダや稲穂の
鳥被害を軽減

おどし羽根を
4.5mの高さに発射

6種類の
音声パターン内蔵

鳥が
嫌がる音で

しっかり
追い払う！

おどし羽根が
爆発音とともに

飛び上がる!!

BANG!!
NEW!

設置例

設置例

強烈な爆発音で鳥を追い払う

NEW!音とおどしボールの動きで鳥を威嚇

NEW!

伸ばせば最大50㎝

長いワイヤーが鳥や動物の侵入を防ぐ NEW!

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN
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ピリリリッ

プー

ビー

カラビナ付で
使いやすい

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 ②

●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

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

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

強力なカプサイシンを
配合した熊よけスプレー

●音量：128㏈
●ストラップ付
●材質：ABS樹脂
●サイズ：H85×W56×D23㎜
●重量：100g（電池含む）
●電源：9V電池×1個（付属）

●サイズ：H20×W20×L50㎜
●真鍮製

●サイズ：26×50㎜（カラビナ）
　　　　  φ12×L64㎜（ホイッスル）
●重量：14g

ベルトホルスターで
持ち運びも便利

定番のホイッスル
NEW!

電子ホイッスル
品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

570-1358 ① ピットナル 3 EKB130
レッド

￥2,800 �在
570-1359 ブルー �在
570-1351 ② ホイッピー 　EKB086

ブラック
￥6,200 �在

570-1352 グリーン �在
404-3042 ③ 真鍮呼子笛（ひも付） シルバー ￥250 �在
570-1362 ④ キーカラビナ ホイッスル ゴールデンオレンジ ￥700 �取 �別

緊急時の連絡にも使えるホイッスル

●音量：120㏈
●2音切替式、ストラップ付
●材質：ABS樹脂
●サイズ：φ36×L130㎜
●重量：80g（電池含む）
●電源：単4電池×2本（付属）

①

②

③ ④
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センサ感知距離の

調節ができる
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① ②
サイズ（H×W×D㎜）170×170×97㎜ 130×96×58㎜
重量（g） 595g 227g

電源 単3形ニッケル水素
充電池4本※

単3形ニッケル水素
充電池3本※

有効範囲 左右110°上下30°
有効距離10ｍ

左右120°上下40°
有効距離２～７ｍ

天敵を嫌がる
動物の習性を

利用！

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） ￥5,500 ▲ �メ �別

570-1842 ③ （3 連型） ￥7,800 ▲ �メ �別

熊鈴

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

音色にこだわった
国産品質

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

ソーラーパネルで

充電できる

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

※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

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 参考価格 梱

570-1890 ① 通せんぼくん　      FJK-192 ￥12,800 6 �メ �別
570-1891 ② 通せんぼくんミニ　FJK-193 ￥5,500 36 �メ �別

害獣撃退装置

●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

MADE IN
JAPAN辛味成分で

動物を寄せ付けない

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。

オオカミの尿100％
の動物よけリキッド

田畑を荒らす害獣を音と光で撃退

NEW!

●ソーラーパネルで充電でき、
　自動で昼・夜モードに切替
●昼モードは超音波と威嚇音、
　夜モードは
　LEDフラッシュ点灯を追加
●設置用杭も付属

※お試し用の充電池です。

売れて
います!
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●反応スピードが最速0.2秒なので
　素早く撮影できる
●モニターチェックや電池交換が
　スムーズにできるよう改善
●静止画と動画が
   同時に撮影できる
●画像はSDカード（別売）に保存

●NX-RC800は、単3電池×8本で、
　最大12 ヵ月の待ち受けが可能。
　RC200は最大6 ヵ月。
●画像は付属のmicroSDカードに

保存
●静止画、動画、静止画+動画から
　選べる

●単3電池×8本で約6 ～ 7 ヵ月、4本で約3 ヵ月の待ち受けが可能。
●画像はSDカード（別売）に保存
●静止画も動画も撮影できる

① ② ③ ④
撮影画素数 2,400万画素 3,000万画素
液晶モニタ 白黒テキストLCD内蔵 カラー LCD内蔵
センサ有効距離 約30m 約24m 約30m 約24m
撮影範囲角度 前方38°（撮影画像の幅）
電源/電池寿命 単3電池×6本（別売）／約180 ～ 360日
サイズ(H×W×D) 148×103×75㎜
重量(電池含む) 440g

NX-RC800 NX-RC200
解像度（MP） 20/16/12/8/5/3/1 16/12/8/5/3/1
画面サイズ 2.4インチTFTカラー 1.9インチTFTカラー
赤外線到達距離／角度 最大約20ｍ／ 120° 最大約12ｍ／ 40°
サイズ(H×W×D) 136×83×62㎜ 104×74×43㎜
重量（電池除く） 323g 142g
電源 単3電池×8本または4本（別売） 単3電池×4本（別売）

品番 規格／タイプ 税抜価格

580-2075 ① 24MP ローグロウ SC ￥29,000�メ �元
580-2076 ② 24MP ノーグロウ SC ￥35,000�メ �元
580-2077 ③ 30MP ローグロウ DC ￥48,000�メ �元
580-2078 ④ 30MP ノーグロウ DC ￥53,000�メ �元

監視カメラ（トロフィーカム）

獣害
対策用品

人感センサが熱を感知し、カメラが作動

センサー
カメラ

センサー有効距離
撮影範囲角度

38°

約24～30ｍ

センサーが感知する有効距離は、
約30ｍです。
前方約38°に入った人や動物を
撮影します。

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

①② ③④

2,400万画素
お手頃な
人気モデル

3,000万画素
カラー液晶

品番 規格／タイプ 税抜価格

580-2630 NX-RC800 ￥15,000 �メ �別
580-2631 NX-RC200 ￥12,000 �メ �別

監視カメラ（レンジャーカメラ）

品番 規格／タイプ 参考価格

580-2086 FTC-001 ￥19,800 �メ �別

監視カメラ（デジタルトレイルカメラ）

最新の機能満載の無人監視カメラ NEW!

NEW!
タイムラプス機能付なので
撮影の幅が広がる

NEW!
ベーシックで
使いやすいモデル

防 塵 防 水
IP54

防 塵 防 水
IP66

NX-RC200の画面イメージ

反応エリアも広い
高画質タイプ

コンパクトな
お手頃タイプ

●解像度：最大1,600万画素
●センサ感知距離：約20m
●センサ感知角度：約65°
●サイズ：H155×W112×D67㎜
●重量：345g（電池除く）
●電源：単3電池×8本または4本（別売）

最大で動画5時間
画像4万枚撮影

※SDHCカード32GB使用時
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雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌にも効果的背負ったままエンジン始動できる

コンパクトで使いやすい電池式

草刈・剪定
用　品

Forestry supplies

●�噴霧圧力0.8MPで消毒や
　除草剤散布に最適
●本体重量5.7kgと軽量で
　扱いやすい
●腰・胸ベルト付で肩への
　負担も少ない

品番 規格／タイプ タンク容量 税抜価格

412-2051 ES-10CDX 10ℓ ￥34,800 �メ �別

工進 エンジン噴霧器

品番 規格／タイプ サイズ（幅×長さ） 参考価格

410-1420 ① GBC-3（耐候年数 3 年）
1 ｍ× 50 ｍ ￥10,000 �メ �別

410-1421 2 ｍ× 50 ｍ ￥20,000 �メ �別
410-1422 ② GBC-7（耐候年数 7 年）

1 ｍ× 50 ｍ ￥18,000 �メ �別
410-1423 2 ｍ× 50 ｍ ￥36,000 �メ �別
410-1424 ③ GBC-10（耐候年数 10 年）

1 ｍ× 50 ｍ ￥21,000 �メ �別
410-1425 2 ｍ× 50 ｍ ￥42,000 �メ �別

防草シート（グランドバリアクロス）

品番 規格／タイプ タンク容量 参考価格

412-2050 SSD-5H 5ℓ ￥7,800 �メ �別

電池式噴霧器
品番 規格／タイプ 内容量 (ℓ ) 税抜価格

412-2003 SJS-4L 4 ￥1,500 �メ �別

除草剤

●高強力の糸と紫外線劣化防止
　効果を高め長期使用が可能
●長期間の雑草対策
●メガソーラー敷地内の雑草対策
●イベント会場の砂埃対策に最適

●高強力の糸と紫外線劣化防止
　効果を高め長期使用が可能
●長期間の雑草対策
●メガソーラー敷地内の雑草対策

※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㎡�(12～60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

希釈せず散布できる速効性のある除草剤

M O V I E

●軽量なので傾斜部での
��作業もラクラク
●逆回転機能搭載なので
��抜き取りもカンタン
●エンジン式と異なり静か
●排ガスゼロ

●重量：オーガ部�5.5kg
　　　�バッテリー部�4.9kg
●電源：Li-ionバッテリー
●充電時間：5h
●モーター：
���36V/950W/9000rpm

バッテリー部
オーガ部

ドリル（別売）

用途に応じて使い分けできる
防草シート 軽くて取り回ししやすい

電動オーガ

耐候年数はあくまでも目安であり使用状況によって変わります。

www.land-art.co.jp

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3710  草焼バーナー CB HYPER KB-120（ボンベ 1 本付） ￥7,900 �取 �別
403-3705  パワーガス（３本入） GT-7601 ￥1,140 �取 �別

草焼バーナー（カセットボンベ式）

●発熱量：22,000kcal/h
●炎温度：1,300℃
●炎長さ：300㎜
●全長：620㎜
●燃焼時間：9 ～ 30分

●電源：
　単1電池×6本（別売）
●噴霧能力：
　400㎖／分（1頭）
　660㎖／分（2頭）
●重量：2.2kg

●縦型2頭口噴口
●最大給水量：6ℓ／分
●排気量：22.6㏄
●燃料：混合ガソリン
●燃料タンク容量：0.5ℓ

GT-7601

※灯油タイプもございますので
　お問い合わせください。

NEW!

NEW!

１頭･2頭
切替式

NEW!

●5cm間隔に特殊繊維で水抜けを
　促進し通気性と透水性を兼備
●遮光率を高め、雑草の育成を抑制
●耕作放棄地、遊休地等の雑草対策
●住宅周りの雑草抑制対策

●表：ODグリーン、裏：ブラック
●生地厚：0.5㎜①

●表：モスグリーン、裏：ブラック
●生地厚：0.7㎜

②

●表：ブラック、裏：ブラック
●生地厚：0.4㎜③

品番 規格／タイプ 税抜価格

420-5120 e-Pro ＡＧ本体 ￥256,000 �メ �元
420-5121

                       オーガ用ドリル

φ 60㎜ ￥14,700 �メ �別
420-5122 φ 80㎜ ￥17,000 �メ �別
420-5123 φ 100㎜ ￥19,400 �メ �別
420-5124 φ 150㎜ ￥23,600 �メ �別

バッテリー式電動オーガ
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草刈・剪定
用　品

Forestry supplies

●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（50：1）
●チップソー：φ230㎜

●排気量：25.4㎤
●燃料タンク：1.03ℓ
●燃料：混合ガソリン（50：1）
●チップソー：φ255㎜

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）

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

●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

ガソリン 排気量
25㎤

●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

安心の賠償責任保険が
３年分無料

混合
ガソリン

排気量
21㎤

2ストのパワー・
軽さ・安さが魅力

混合
ガソリン

排気量
25.4㎤

排気量
33.6㎤

長時間の作業も
ラクにできる背負い式

混合
ガソリン

高耐久にこだわった
大排気量の山林モデル

石跳ねが少なく安全。
キワ刈りもできる

一般的な雑草から笹・
雑木・竹まで対応

強力パワーで
燃費も良い!!

一般的な雑草から笹・雑木・竹まで対応品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3095 RM350-2E ￥105,300 �メ �別

新ダイワ 山林用刈払機（大排気量モデル）

●�高耐久、大排気量の山林用
●太い下草や雑木の枝も
　ラクラク切れる

●�高耐久、大排気量の背負式
●背負ったまま
���エンジン始動が可能

●排気量：33.6㎤
●燃料タンク：1ℓ
●燃料：混合ガソリン（50：1）
●チップソー：φ255㎜

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

18Vバッテリーで 22cm3
エンジン式と同等の使用感

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）

品番 規格／タイプ 　　　　  税抜価格

403-3096 RK3026-PT ￥78,000 �メ �別

新ダイワ 背負式刈払機（大排気量モデル）

品番 規格／タイプ サイズ 税抜価格

412-2010 ① タフカッター（スパイラルコード 2m 付属） φ 120㎜× D23㎜ ￥2,600 �メ �別
412-2011 φ 2.8㎜× 15m 巻 ￥1,500 �メ �別
412-2012 ② くさかりコード　スパイラル φ 2.8㎜× 30m 巻 ￥2,900 �メ �別
412-2013 φ 2.8㎜× 50m 巻 ￥4,500 �メ �別

刈払機用ナイロンカッター

① ②

品番 規格／タイプ 税抜価格

412-2020  スーパーカルマー PRO ASK-V23（標準刃仕様） ￥23,800 �メ �別
412-2030  替刃のみ SK-1815N ￥3,800 �メ �別

刈払機アタッチメント

●�飛び石による物損事故を防ぐ
●�人や車の通る場所でも安全に�作業できる
●�上下低速回転のハサミ刈り方式を採用

安全に作業ができるナイロンカッター

●�耐久性抜群のアルミ合金ボディ
●�刈払機に取付けたままコードが巻ける
● 鋲止めコード、短いコード（20㎝以上）も
���使用可能
※23cc以上のエンジン刈払機推奨

●鋭いエッジで切れ味抜群
●�コードがささくれにくく
���割れにくい
●��堀やコンクリートのそばなど、
���障害物の周辺に最適
● 柔らかい雑草に

NEW!

NEW!
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●斜面での作業時に足元の滑りを軽減
●マジックテープでカンタンに装着
●さびに強いステンレス製スパイク

●�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

●�草刈時の異物飛散を防止するネット
●折りたたみできるので、移動や保管も簡単

草刈時の飛散物から保護

8本の爪が草地にガッチリ食い込む

●サイズ：2m×2m（組立時）
●重　量：2.5kg

●フレーム：アルミ製
●φ75㎜キャスター付
●目合：2㎜

品番 規格／タイプ 参考価格

403-3243 Clean-Uni( クリーン・ユニ ) ￥3,300 ▲ �在

草刈エプロン
品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3242 左右２個入 ￥4,430 ▲ �在

草刈スパイク

品番 規格／タイプ 参考価格

403-3248 ヘル面ガード ￥3,000 �在

ヘルメット用防護面

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

草刈作業時の飛散事故を防ぐネット キャスター付の飛散防止ネット

          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

404-3010       ①ゴーグル　   M11-FR ￥1,300 �在
404-2011   ②保護メガネ　SF401AF ￥1,500 �メ �別

ゴーグル・保護メガネ

品番 規格／タイプ サイズ（H × W㎜） 税抜価格

403-3260 　ガーネット
HBE-1521K 1,500 × 2,100 ￥29,000 �メ �別

403-3261 HBE-1827K 1,800 × 2,700 ￥32,300 �メ �別

飛散防止ネット

②①

www.land-art.co.jp

小石や汚れを防ぐ、すねガード

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

● 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

草刈時の飛散物から顔を守る

● 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

● 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

撥水加工で草　の付着を防ぐ

メッシュで
涼しい！

メガネをしたままでも
装着OK UV99.9％カット
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作業効率アップ。強力吹き寄せ腕で押し切る新構造の高枝切鋏

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）

● 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

混合
オイル

排気量
25.4㎤

強力な風で落ち葉や刈草を吹き飛ばす街路樹の剪定、生垣の刈り込みに

●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）

混合
ガソリン

排気量
22.2㎤ ガソリン 排気量

52.5㎤

品番 規格 / タイプ 税抜価格

420-1927 EBLK-2600 ￥38,000 �メ �別

エンジンブロワ

●使用燃料：混合オイル（50：1）
●最大風速：59.1m/s
●燃料タンク容量：0.47ℓ
●サイズ：H330×W345×D265㎜
●重量：4.1kg

落ち葉などを一気に吹き寄せて効率アップ品番 規格／タイプ 長さ（㎜） 税抜価格

390-1024 すご腕 プッシュカット
（２段式） 1,750 ～ 3,050 ￥12,800 �メ �別

390-1025 （３段式） 1,400 ～ 3,000 ￥15,800 �メ �別

高枝採収鋏

●�握力ではなく、腕の力で切る
●�φ20mmの生木まで切れる
●�コンパクトな３段式は収納に便利
●�のこぎり取付け可能（別売）

枝や果実も
しっかりつかむ

●ハイパワーモーターで
　軽く切れる
●植木を傷めない
　ハサミ式カットを採用
●スリム設計なので
　取り回し抜群

広範囲・
高所の刈込みに最適

エンジン刈払機に
取付けて使えるバリカン

品番 規格／タイプ 　　　参考価格

412-3070 刈太郎 400 刈幅 300㎜ N-833 ￥28,600 �メ �別
412-3071 刈太郎 500 刈幅 400㎜ N-834 ￥30,800 �メ �別
412-3072 替刃

300㎜ N-833-1 ￥7,700 �メ �別
412-3073 400㎜ N-834-1 ￥11,000 �メ �別

刈太郎（刈払機取付用）

品番 規格／タイプ 　　　　税抜価格

412-3060
AC100V

1.0 ｍ N-806 ￥39,000 �メ �別
412-3061 1.5 ｍ N-807 ￥41,000 �メ �別
412-3062 2.0 ｍ N-808 ￥44,000 �メ �別
412-3063

充電式 14.4V
（7.0Ah）

1.0 ｍ N-902 ￥49,600 �メ �別
412-3064 1.5 ｍ N-903 ￥51,600 �メ �別
412-3065 2.0 ｍ N-904 ￥53,500 �メ �別
412-3066 専用替刃 共通 N-806-1 ￥11,000 �メ �別
412-3067 専用バッテリー 予備用 N-902-1 ￥15,800 �メ �別

高速バリカン

●�連続作業時に便利な固定レバー付
●軽い引き力で始動するＫスタート採用
●左右どちらの手で握っても
　操作性の良いハンドル形状

NEW!NEW!

M O V I EM O V I E

●�軽量で取り回ししやすい
●上下の角度をカンタンに変えられる
●脚立を使わなくても刈込みできる

●最大切断径：約7㎜
●上下に47度ずつ角度を変更できる
●適合刈払機：
　パイプ径�φ24、25、25.4、26㎜
　排気量�23～ 27㏄以内

共通仕様

●最大切断径：約15㎜
●1.0 ～ 2.0mの3タイプ
●AC100Vまたは充電式

共通仕様

小石などの
飛散が少なく安全

高所作業も気軽＆
安全に行える

刈幅は

2種類から選べる

柄の長さは１～２ｍまで
3種類から選べる

AC100V ／ 2.0ｍタイプ

充電式／ 1ｍタイプ

充電式に付属する
充電器とバッテリー
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造園の枝バラシ、山林の間伐・下草刈りに

品番 規格／タイプ 内容量（㎖） 参考価格

390-1120 GO-3 320 ￥1,480 �取 �別
390-1121 GO-1 100 ￥780 �取 �別

刃物クリーナー

造園作業に最適な荒目タイプ

品番 重量（g） 参考価格

390-1018 400 ￥8,150 ▼ �取 �別
390-1019 450 ￥11,250 ▼ �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㎝

③ ④

●全長：53㎝
●刃長：15.5㎝

●全長：44㎝
●刃長：18㎝

●全長：46㎝
●刃長：18㎝

品番 参考価格

390-1010  ② ￥7,000 ▼ �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 ￥4,000 ▲ �取 �別

ナタ鎌

品番 参考価格

390-0062  ③ ￥2,900 ▲ �在

中厚鎌（180㎜）

下草刈りや、
枝打ちに便利な刃物類

山林での
下草刈に
便利！

刈り込み
作業に

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1050 シルキー ゴムボーイ荒目 240
本体 294-24 ￥4,030 �メ �別

390-1051 替刃 295-24 ￥2,140 �メ �別
390-1052 シルキー ゴムボーイ荒目 270

本体 294-27 ￥4,380 �メ �別
390-1053 替刃 295-27 ￥2,320 �メ �別
390-1054 シルキー ゴムボーイ荒目 300

本体 294-30 ￥4,610 �メ �別
390-1055 替刃 295-30 ￥2,460 �メ �別

山林用品

切り口が滑らか 刃渡り 240㎜ 270㎜ 300㎜
重量 265g 295g 320g

カーブソーだから切れ味抜群

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1046 シルキー ズバット 270
本体 270-27 ￥6,050 �メ �別

390-1047 替刃 271-27 ￥3,200 �メ �別
390-1048 シルキー ズバット 300

本体 270-30 ￥6,330 �メ �別
390-1049 替刃 271-30 ￥3,460 �メ �別

山林用品

ローラー付サヤ＆ロック
機構搭載ハンドルで、
サヤから抜け落ちにくい

刃渡り 270㎜ 300㎜
重量 365g 475g

NEW!

軽く、高く、コンパクトな枝打ち鋸 刃物に付いた樹液（ヤニ・シブ）がよく落ちる

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-0066

枝打ち一発

3.0m N-760 ￥13,500 �メ �別
390-0064 4.0m N-761 ￥15,000 �メ �別
390-0067 5.0m N-762 ￥16,500 �メ �別
390-0068 6.5m N-763 ￥19,500 �メ �別
390-0069 共通替刃 N-760-1 ￥7,500 �メ �別

山林用品

●刃先角度5段可変式
●刃長：390㎜
●5段階伸縮式
���（6.5ｍは7段階伸縮式）

鋸刃を内側に折りたためる
ので持ち運びや収納に便利

www.land-art.co.jp

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1034

シルキー ナタ

本体
180㎜

557-18 ￥8,420 �メ �別
390-1035 替刃 558-18 ￥4,640 �メ �別
390-1036 本体

210㎜
557-21 ￥8,820 �メ �別

390-1037 替刃 558-21 ￥4,880 �メ �別
390-1038 本体

240㎜
557-24 ￥9,070 �メ �別

390-1039 替刃 558-24 ￥5,100 �メ �別

山林用品

刃渡り 180㎜ 210㎜ 240㎜
刃厚 5.7㎜ 5.7㎜ 5.7㎜
重量 740g 850g 880g

最高級刈り込み鋏（195㎜）
品番 税抜価格

390-0061 ￥7,000 �在

サイズ：H4.0×W2.8×D13.3㎝

品番 参考価格

390-1021 ￥1,200 �問 �別

707 両面鎌砥ひも付

よく研げるよく刈れる

快適な切れ味が蘇る！

M O V I E
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森林用
防護服

Armor for forests

規格／タイプ 税抜価格

GBZ-100    ￥19,500 �メ �別

チェンソー防護ズボン

規格／タイプ 税抜価格

ファンクショナル    ￥12,200 ▲ �メ �別

チャップスⅡ

立体裁断＆ストレッチ 
生地で動きやすい

立体裁断＆ 
ストレッチ生地で
動きやすい

視認性に優れた
スタイリッシュなチャップス

膝を曲げやすい立体デザイン 手の甲と腕をカバー

ふくららはぎ部分を
しっかり固定

バックルで
ウエスト調節

吸汗して湿気・熱を
素早く排出!!

お薦め
ポイント

MADE IN
JAPAN

ISO11393
Class1
（20m/s）

●国際規格ISO11393-2Class1に
準拠

●通気性・吸汗性の良い生地を採用し
　蒸れや体熱を逃がす
●視認性の良いカラーリング

品番 サイズ ウエスト 股下

390-1358 S 63 ～ 73 69
390-1359 M 70 ～ 80 71
390-1360 L 77 ～ 87 73
390-1361 2L 85 ～ 95

76390-1362 3L 93 ～ 103

チェンソー防護
ズボンの着用義務化
2019年8月1日に厚生労働省から「チェンソー防護ズボン
の義務化」について省令が公布されました。
チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業者の方に、
防護ズボンまたはチャップスの着用が義務付けられます。

TOPICS

●蛍光オレンジの配色と反射材で
視認性が良い

●ふくらはぎ部分をしっかり固定
●フィット感に優れ動きやすい

品番 サイズ ウエスト 全長

390-1271 S
110

95
390-1272 M 100
390-1273 L 105

●両足の前部分にチェンソーから
���体を守る保護材を内蔵
●背面はストレッチ素材
●背面にはベンチレーション付で
���蒸れを放出

規格／タイプ 税抜価格

GBC-L10 Luce    ￥14,000 �メ �別

防護チャップス

●夏場着用でも蒸れにくく、
���洗濯できる素材
●ウエストバックル付

品番 サイズ 全長

390-1350 M 81
390-1351 L 86
390-1352 2L 90

MADE IN
JAPAN

ISO11393
Class1
（20m/s）

防護服の安全性基準に準拠した
テストを実施

●防護材：ポリエステル、アラミド繊維
●サイズ：フリー
●全長50㎝

品番 規格／タイプ 税抜価格

401-4145 ハイカバー　MT582 ￥7,800 �メ �別

チェンソー作業用腕カバー

MADE IN
JAPAN

EN381-5
Class1
（20m/s）

AS/NZS
4453.3:1997
（20m/s）

規格／タイプ 税抜価格

1132140    ￥19,800 �取 �別

プロテクション ロガーパンツ

品番 サイズ ウエスト 股下

390-1390 M 76 ～ 81 74 ～ 79
390-1391 L 81 ～ 87 77 ～ 82
390-1392 XL 87 ～ 93 80 ～ 85

330デニールの生地でしっかり保護

規格／タイプ 税抜価格

1132171    ￥19,200 �取 �別

プロテクション ライトロガーパンツ

品番 サイズ ウエスト 股下

390-1407 M 76 ～ 81 74 ～ 79
390-1408 L 81 ～ 87 77 ～ 82
390-1409 XL 87 ～ 93 80 ～ 85

暑い季節に最適な薄手タイプ
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左手の甲部分に、
ソープロテクション入り

防振・耐切創タイプ

危険から手を守る
耐切創タイプ

薄手で丈夫。
細かい作業もOK

振動工具・振動機械の
作業におすすめ

背抜きタイプで
通気性がよく柔らかい

安全性の高いJIS規格取得のヘルメット 最適なバランス設計の軽量ヘルメット

www.land-art.co.jp

●防護材：ポリエステル、アラミド繊維
●サイズ：フリー
●全長50㎝

品番 規格／タイプ サイズ 中指長さ (㎝ ) 参考価格

403-1715
GLOVE-CUT5

M 8.0
￥4,000

�メ �別
403-1716 L 8.5 �メ �別
403-1717 XL 9.0 �メ �別

3M耐切創グローブ

素材：ニトリルゴム

ニトリルゴム
通気性 ○
耐油性 ○
摩耗に強い ○
フィット性 ○
耐切創タイプ ○

CE規格
EN388準 拠

特殊繊維を編み込み
高い耐切創性能

材質：甲側�アラミド繊維
　　��平側�人工皮革

● 独自の振動吸収材を採用
●親指と人差し指の
���甲部分に「ザイロン」繊維と補強板を
���採用（左手のみ）

品番 規格／タイプ サイズ 中指の長さ（㎜） 参考価格

403-2050 Ｍ 92
￥5,000

�メ �別
403-2051 MT850DX Ｌ 95 �メ �別
403-2052 LL 98 �メ �別

防振・耐切創手袋（林業用）

品番 規格／タイプ サイズ 税抜価格

403-2060 Ｍ
￥6,230

�メ �別
403-2061 テクニカル Ｌ ▲ �メ �別
403-2062 2L �メ �別

プロテクティブグローブ

● 内側はヤギ革を使用し
���水が染み込みにくい
●マジックテープで手首を固定
● 反射材で視認性にも配慮

MADE IN
JAPAN

品番 規格／タイプ サイズ 中指の長さ（㎜） 参考価格

403-2109 Ｍ 87
￥5,000

�在
403-2102 No.20 濃緑 Ｌ 90 �在
403-1938 LL 93 �在

レンジャー手袋（災害救助用手袋）

装着状態 防 振 材
（ゴム管）

振 動 体
（ハンドル等）

掌部に良質の
天然皮革を
使用しているので、��
手に良くなじみ、
フィット�性にも
優れている

品番 規格／タイプ サイズ 中指の長さ（㎜） 参考価格

403-2101 ショックレス・ベージュ（141B） フリー 82 ￥4,500 �在

防振手袋

材質：綿、ナイロン、合成ゴム

�従来よりもブロックが
小さくなり対象物を握りやすい

品番 規格／タイプ サイズ 中指の長さ（㎜） 参考価格

403-2040 しんげんくん
（1130）

M 74
￥1,780 �在

403-2041 L 78 �在

振動軽減手袋

MADE IN
JAPAN

MADE IN
JAPAN

EN381-7
Class1
（20m/s）

MADE IN
JAPAN

TH2809

●軽量で、疲労軽減も重視した作り
●バイザー、イヤマフ、あごひも、
　反射ステッカー付属
●自由に動くイヤマフで耳にフィット

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1305 0000 888 0801　アドバンス ベント ￥13,200 ▲ �メ �別

ヘルメット

●サイズ：フリー
●重量：830g
●遮音性：SNR27dB

●防水防汚加工革使用
●材質：牛本革
●ウレタン滑り止め
●袖口：パイルゴム・マジック
●Lサイズ：一般男性用
　Mサイズ：小柄な男性か女性向

メタルメッシュ
バイザー

●バイザー、ひさし、イヤマフ
　あごひもを完備
●イヤマフは上下左右に調節可能
●雨どい付

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1261 576412401 ファンクショナル ￥11,330 �メ �別

フォレストヘルメット

●サイズ：フリー（54～62㎝）
●遮音性：SNR�26dB

メッシュ素材

森林用
保護具

Protection equipment for forests
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チェンソー
用品

Chain saw articles

●容量：5ℓ（燃料）
�����������2.5ℓ（チェンオイル）
●UN規格適合

●サイドには、ヤスリホルダーや
���小物ケース付
●燃料の残量確認ができる
���レベルウィンドウ付

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1210 580754201 コンビカン５ ￥9,590 �メ �別

コンビ缶
品番 規格／タイプ 税抜価格

390-0023 小 150㎜ ￥1,500 �メ �別
390-0024 中 210㎜ ￥2,500 �メ �別
390-0025 大 270㎜ ￥3,700 �メ �別

PCクサビ

●チェーンソーが
���木材に挟まるのを防ぐ
●森林でもよく目立つカラーリング

日常のメンテナンスから、
年に数回の手の込んだ
メンテナンスまで対応

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1221 5056981-25 21VP　0.325″4.8㎜（H25）

￥3,570

�メ �別
390-1222 5056981-27 95VP/95VPX　0.325″ピクセル 4.8㎜（H30） �メ �別
390-1223 5056981-30 73LP/73VL/73LPX　3/8″5.5㎜（H42） �メ �別
390-1224 5056981-38 91VS/91VX/91VG/91VXL　3/8″4㎜（H35） �メ �別

目立てキット

●やすりハンドル
●コンビゲージ
●丸やすり（2本）
●平やすり（1本）

セット内 容

● 排 気 量：30.1㎤
● 出 力：1.3kw
● ガイドバー   ：30㎝
● 重 量：4.2㎏

チェーンの目立てに必要な物が
揃ったセット品

豊かなトルクと高速域の伸びを
両立したハイパワーエコエンジン

● 排 気 量：35.2㎤
● 出 力：1.8kw
● ガイドバー   ：35㎝
● 重 量：4㎏

●STIHL社のプロ用最軽量モデル
●電子制御エンジンで使いやすさがアップ
●エンジン始動がラクなエルゴスタート搭載

品番 税抜価格

390-1306 ￥78,000 ▲ �メ �別

MS 201 C-EM

伐採、枝払い、薪作りなどに最適

● 排 気 量：38.4㎤
● ガイドバー   ：35㎝
● 重 量：4.5kg

●ミドルクラスプロソー
●先端交換式スプロケットノーズ

品番 税抜価格

390-1310 ￥103,800 �メ �別

E2038SR ／ 350T

品番 税抜価格

390-1303 ￥25,000 ▲ �メ �別

MS 170 C-E

特殊なノズルで給油を自動ストップ 倒木や薪割に

●誰でもどこでも目立てができる
●ダイヤモンド砥石（4㎜）装着済み

●目立て角度：30°
●充電池（8本）・充電器付

品番 規格／タイプ 参考価格

390-1235 N-819（充電池・充電器付） ￥12,000 �メ �別

チェンソー研研
とぎとぎ

スライドさせるだけの
カンタン研磨

すぐに使える充電池・
充電器付

伐採、枝払い、薪作りなどに最適

ソーチェーンは、
タイプと長さをチェック
チェンソーのメーカーと型式が分かれば、ソーチェーンもすぐに確認できます。
型式が分からない場合は、「タイプ」と「長さ」を確認してください。

お薦め
ポイント

ドライブリンクに
刻印されている数
字を確認します。
写真の数字は75。

ドライブリンクの
数を確認すると、
写真は60個なの
で、ソーチェーン
の型式は75-60
と分かります。

12

59

345
6

7
8

60

P D F

ソーチェーン
適合表●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

NEW!
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山林
用品

Forestry supplies

●サイズ：
　�H289×W137×D101㎜
●重�量：780g�
●電�源：AC100V
　　　　（コード長2ｍ）

品番 規格／タイプ        税抜価格

401-2036 カラリエ SD-C2-W ￥9,180 �メ �別

くつ乾燥機

動きやすく、
先芯入で安全

斜面の山道整備、緊急
避難路等の整備に最適

森林・土木・法面作業に最適

すね、ふくらはぎを守る

ファスナー部分が改良され、脱ぎ履きしやすい

靴にホースを入れるだけで簡単乾燥&脱臭

防水透湿性の高いゴアテックスを採用

●スパイクピン付
●異物侵入を防ぐ
　履口フード
●防滑スパイク
　ソール
※ 先芯無し

●軽量で柔らかな履き心地
●足に吸い付くようなフィット感を実現

●つま先をゴムで補強
●カップインソール付

●ファスナー付で
　脱着しやすい
●樹脂製の先芯入

●ステンレス板（0.6㎜）フェルト入り
●ハゼ止方式でフィット感が良く外れにくい
●左右1セット

●ノズルの先端が二股形状
　なので、�２足同時に
　乾燥可能�
●立てることもでき、
　�靴の種類に合わせて�使える�
●げた箱の湿気対策にも

●踏板部分は、凹凸加工なので滑りにくい
●プラスチック製なので軽量、腐食も無く耐久性に優れる
●傾斜角度に対応したタイプを選べる
●山林の現場での安全対策に

3E

712g

グレー カーキグリーン

ラップランドストライダー（1129494）
グレー カーキグリーン サイズ(㎝) 税抜価格

401-2701 401-2710 24

￥13,800

�取 �別
401-2702 401-2711 24.5 �取 �別
401-2703 401-2712 25 �取 �別
401-2704 401-2713 25.5 �取 �別
401-2705 401-2714 26 �取 �別
401-2706 401-2715 26.5 �取 �別
401-2707 401-2716 27 �取 �別
401-2708 401-2717 27.5 �取 �別
401-2709 401-2718 28 �取 �別

※ワイズ4Eタイプや女性用もあります。

品番 規格／タイプ 参考価格

276-5446 50-30 型 ￥3,200 �受 �別
276-5438 50-45 型 ￥3,700 �受 �別
276-5439 100-45 型 ￥4,500 �受 �別

仮設階段

50-30 型 50-45 型 100-45 型
対応傾斜角度 20 ～ 30° 30 ～ 45° 30 ～ 45°

サイズ（H×W×D㎜） 90×500×120 180×500×120 180×1,000×120
重量 1.4kg 1.6kg 3kg

セット内容 本体・杭2本 本体・杭2本 本体・杭3本

仮設階段を
カンタンに
施工

付属の杭を打ち込むだけで、
カンタンに施工。
杭には、抜け防止の返しがあるので
しっかりと固定できます。

お薦め
ポイント

www.land-art.co.jp

品番 サイズ（㎝）

401-4050 24.5
401-4051 25
401-4052 25.5
401-4053 26
401-4054 26.5
401-4055 27
401-4056 28

1,660g

丸五 プロレインスパイク
規格／タイプ 税抜価格

M-31 ￥5,000 �メ �別

丸五 マジカルフォレスター
規格／タイプ 　　　　　　税抜価格

＃ 005 ￥14,000 �メ �別

丸五 プロガードファスナーたび
カラー 　　　　　　　　　　　　　参考価格

紺 ￥3,500 �メ �別

品番 サイズ（㎝）

401-4210 24.5
401-4211 25
401-4212 25.5
401-4213 26
401-4214 26.5
401-4215 27
401-4216 27.5
401-4217 28

先芯入

1,340g

品番 サイズ（㎝）

401-4240 24.5
401-4241 25
401-4242 25.5
401-4243 26
401-4244 26.5
401-4245 27
401-4246 28

520g先芯入

品番 規格／タイプ サイズ 参考価格

401-4140 中
￥5,500

�メ �別
401-4141 K-50 大 �メ �別
401-4142 特大 �メ �別

安全脚絆
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山林
用品

Forestry supplies

シンプルで使いやすい
1本ハシゴ

品番 規格／タイプ ロープ（径×長さ） 税抜価格

390-1135 ① WP-FC-22W
標準仕様 φ 16 × 2,100㎜ ￥18,200 �メ �別

390-1136 大径木仕様 φ 16 × 3,000㎜ ￥21,100 �メ �別
390-1137 ② WP-12C-70 標準仕様 φ 12 × 1,900㎜ ￥18,200 �メ �別

森林用安全帯

取付けも取外しもカンタン

任意の場所に固定できる木登り用具

林業用に使いやすく改良された安全帯

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1103 フルセット ￥45,500�メ �別
390-1104 基本セット ￥34,500�メ �別
390-1105 単品 ￥2,800�メ �別

ビッグステップ（標準仕様）
品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1113 フルセット ￥54,500�メ �別
390-1114 基本セット ￥42,000�メ �別
390-1115 単品 ￥3,500�メ �別

ビッグステップ（大径木仕様）

●ステップサイズ：幅65㎜×長さ120㎜
●重量（１ステップ）：330g（標準）
　　　　　　　　　　430g（大径木）

●ステップサイズ：幅50㎜×長さ110㎜
●重量：700g（１セット）
●ベルトロープ長：1,200㎜（標準）
　　　　　　　　  2,400㎜（大径木） ●ステップサイズ：幅50㎜×長さ100㎜

●重量：4.7kg（2ｍタイプ）
　　　  2.8kg（1ｍタイプ）

重量：1,130g（１セット）

●ロープ固定のシンプルな構造で、
　大きなステップで使いやすい
●標準仕様は、直径16～30㎝に対応
●大径木仕様は、直径16～70㎝に対応、
　ロープ末端に振り回し用のゴムおもり付
●ステップ面は透かしタイプで滑りにくい

●地面に土突きを差し、上部をチェーンで固定し、
���クレモナロープ（付属）で横転防止
●広角度設計で大径木でも使用可能
●用途に応じて、長さを選べる
●ステップ面は透かしタイプで滑りにくい

●ベルトロープで任意の高さに
���ステップを巻き付けて
���固定できる
●ステップが大きいので安心
●ステップ面は透かしタイプで
��滑りにくい
●標準仕様は、
���直径10～ 30㎝に対応、
　大径木仕様は、
���直径10～ 70㎝に対応

●ベルトロープで任意
の高さにハシゴを巻
き付けて固定できる

●ガタつき、グラつき、
揺れがない

●ステップが大きいの
で安心

●直径10 ～ 70㎝の
樹木に対応

●ステップ面は透かし
タイプで滑りにくい

（基本セット）
●ビッグステップ12個・予備ロープ
●マルチステップハンガー
※フルセットには安全帯（FC-22W）が付属

セット内 容

規格／タイプ シングルステップ 税抜価格 ダブルステップ 税抜価格

2m 390-1141 L-200 ￥20,000 �メ �別 390-1151 LW-200 ￥22,000 �メ �別
4m 390-1143 L-400 ￥30,500 �メ �別 390-1153 LW-400 ￥35,000 �メ �別
6m 390-1146 L-600 ￥42,000 �メ �別 390-1156 LW-600 ￥48,000 �メ �別

ロッキーラダー２（シングルステップ／ダブルステップ）

規格／タイプ ６ステップ入（セット品） 税抜価格 ステップ単品 税抜価格

標準仕様 390-1116 ￥42,000 �メ �別 390-1117 ￥7,700 �メ �別
大径木仕様 390-1118 ￥44,000 �メ �別 390-1119 ￥8,000 �メ �別

スーパーステップ（セット品／ステップ単品）

シングルステップ ダブルステップ

安全で作業性が良く、
耐久性、整備性にも
優れる

特殊突起のゴムベルト
は、滑りにくく木肌を
傷つけずに優しく
ホールド

シングルステップ ダブルステップ
2ｍタイプ 3.9kg 4.3kg
4ｍタイプ 6.3kg 7.3kg
6ｍタイプ 8.7kg 10.3kg

4本の爪で、木の表面を
がっちり捉える

木の太さに関係なく
幹にぴったりフィット

NEW! NEW!

内側の短爪が表面に食い込み、
外側の長爪がそれを補助するので
登りやすい

品番 規格／タイプ 参考価格

390-1130 FR-100 ￥32,500 �メ �別

木登り器

品番 規格／タイプ 税抜価格

390-1101 2 ｍタイプ ￥28,000 �メ �別
390-1102 1 ｍタイプ ￥19,000 �メ �別

ロッキーラダー３

締付けベルトと

ゴムバンドで固定

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

① ②

直径16㎜の
太いロープで
強度アップ

クッション性の良い
補助ベルト

ビニールパイプ付で
ロープの摩耗を低減

床革張りで
ずれにくい
補助ベルト
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●サイズ：φ20×L105㎜
●暑さでも溶けにくい

●色なし
●他サイズあり

●プラスチック製
●厚み：4㎜

●本体、上部キャップ、
　下部プラスチック、
　打込み金具のセット
●ABS樹脂製

テープの仮止め・プレートの標識打ち、
ポスター、ペナント貼りに！

ナンバー付で
記録・調査向き

木材にくっきり書ける！

用途に応じたさまざまな杭をラインナップ

●単位ごとに切り取り線があり使いやすい
●色や文字が豊富なので調査などに便利

豊富なカラーと
バリエーションで目印に最適

よく目立つ
カラーリングで

山林で大活躍！

設置場所によって
打込み金具を

選べる

おすすめ!

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㎜

15㎜幅×50m

30㎜幅×50m

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

●20㎜幅×50m
●アルファベットはA ～ Jまであります

品番 カラー

275-4706 白
275-4707 赤
275-4708 黄
275-4709 桃
275-4710 緑
275-4711 青

品番 規格／タイプ カラー

275-4715 A

白
275-4716 B
275-4717 C
275-4718 D
275-4719 E
275-4720 A

赤
275-4721 B
275-4722 C
275-4723 D
275-4724 E

品番 規格／タイプ カラー

275-4725 A

黄
275-4726 B
275-4727 C
275-4728 D
275-4729 E
275-4730 A

桃
275-4731 B
275-4732 C
275-4733 D
275-4734 E

樹木用
ナンバーテープ

Ⓐ数字のみ1 ～ 1000

税抜価格

￥2,300 �在

ⒶⒷ 販売1巻

Ⓑアルファベット1 ～ 1000

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓑ
品番 規格／タイプ 入数（本） 税抜価格

275-4750 Ⓐ
　ガンタッカー 　TG-A（N） － ￥7,250 �在

275-4751 　タッカー針 　T3-10MB 1,000 ￥100 �在
275-4752 Ⓑ

　ミニタッカー 　635 － ￥2,000 �在
275-4753 　タッカー針 　635S 1,000 ￥300 �在

タッカー

品番 規格／タイプ カラー 入数（本） 税抜価格

273-4150 光明丹マーキングチョーク
白

12 ￥2,400 �在
273-4140 ギター マーキングパス 20 ￥1,000 �在

クレヨンチョーク
品番 規格／タイプ サイズ（㎜） 入数（本）      税抜価格 梱

276-5464 土中用
φ 38 × 850 1 ￥1,700 50

�メ �別
276-5465 アスファルト用 �メ �別

危険杭（A型）

品番 規格／タイプ サイズ（㎜） 入数（本） 税抜価格

255-2781 赤／ 330㎜ 30 × 30 × 330 300 ￥46,200 �受 �別
255-2783 赤／ 500㎜ 30 × 30 × 500 200 ￥46,800 �受 �別

丹頂測量杭（L型杭）

品番 規格／タイプ サイズ（㎜） 入数（本）    税抜価格

276-5569 W3030 30 × 30 × 300
50

￥2,750 �問 �別
276-5570 W3040 30 × 30 × 400 ￥2,950 �問 �別

木杭

www.land-art.co.jp

幅広い
サイズ展開！

別注で
文字入れ可能

柔らかな書き心地

太くて折れにくい
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測定
機器

measuring equipment

シンプルな操作で測定できる新世代のレーザー測量機

視準を 2 点の目標物に合わせるだけで、下記の 11 種類の距離・測高・角度測定を次々に表示させることができます。※トゥルーパルス 360

②
垂
直
距
離

⑤
目
標
物
の
高
さ

③水平距離

北

北

⑦間隔直線距離

①直線距離

①直線距離

④傾斜角度

⑥方位角

⑧高低差
⑨間隔水平距離

⑩ライン傾斜角

⑪ライン方位角

+

+

point 

方位角を測れるセンサーを内蔵（コンパス機能）｢２点間ラインの方位角｣ な
ど11種の測定が可能。反射板も要らず、光学レンズを搭載し目標物から目を離
さずにすべての操作が実現。

防 塵 防 水
IP54

トゥルーパルス 360

防 塵 防 水
IP56

トゥルーパルス 360R
（完全防水＆強力グリップの
堅牢ボディモデル）

トゥルーパルス 360
品番 規格／タイプ 参考価格

271-3586 トゥルーパルス 360 ￥384,000�メ �元
271-3587 トゥルーパルス 360R　（Bluetooth 対応） ￥442,000�メ �元

360 360R
測定可能距離 0 ～ 1,000m(高反射性の目標物は2,000ｍまで感知)
精度※ 0.2 ～ 1ｍ
最小表示 1m(反射性の目標物に対して0.1ｍ)
傾斜センサー 上下±90°感知
傾斜精度 ±0.25°
方位角センサー 0 ～ 359.9°
方位角精度 ±0.5°
望遠倍率 7倍
サイズ H90×W50×D120㎜ H50×W110×D130㎜
重量 285g 385g
電源 単3電池×2本(別売) CR123A×1本（付属）

※目標物の反射率による

200L 200 200X
測定可能距離 0 ～ 1,750ｍ 0 ～ 1,000ｍ 0 ～ 1,900ｍ
精度※ 0.5 ～ 1ｍ 0.2 ～ 1ｍ 4 ～ 30㎝
測定モード 直線距離（傾斜距離）、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
サイズ H100×W50×D115㎜ H90×W50×D120㎜ H110×W50×D130㎜
重量 220g 285g 382g
電源 CR123A×1本（付属） 単3電池×2本(別売) CR123A×1本（付属）

品番 規格／タイプ 参考価格

271-3584 トゥルーパルス 200L ￥108,000 �メ �元
271-3585 トゥルーパルス 200

(Bluetooth 対応 )
￥217,800 �メ �元

271-3581 トゥルーパルス 200X ￥530,000 �メ �元

トゥルーパルス200 ※目標物の反射率による

200

200L

防 塵 防 水
IP54

200X

防 塵 防 水
IP56

防 塵 防 水
IP54トゥルーパルス200

傾斜角+距離（レーザー視準）

option

オプションのプリズムは
本体をフィルタモードに
設定して、フォーリッジ
フィルタを取付けて使用
します。

オフセット：0/30㎜切替式
プリズム：φ62㎜

①
反射板寸法

130×180㎜

271-3212 271-3215
反射板寸法

320×320㎜

271-3507② ③

品番 規格／タイプ 　　　　税抜価格

271-3508 　フォーリッジフィルター － ￥19,000�メ �元
271-3212 ①スーパーリフレクト 100 SRT-0100 ￥18,000�メ �元
271-3213 　スーパーリフレクト 100 ポールセット SRT-0100PS ￥33,000�メ �元
271-3507 ②スーパーリフレクト 300 SRT-0300 ￥24,000�メ �元
271-3214 　スーパーリフレクト 300 ポールセット SRT-0300PS ￥39,000�メ �元
271-3215 ③スーパーリフレクト 1000 SRT-1000 ￥60,000�受 �元
271-3216 　スーパーリフレクト 1000 ポールセット SRT-1000PS ￥82,200�受 �元

オプション
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コンパクトで軽く、持ち運びに便利！

軽量で丈夫なアルミ製伸縮式ポール

幹回りの測定や写真撮影に最適

ガラス繊維テープ＆3倍巻取りの人気モデル

材木の直径測定に

円周から直径が測れる

ウレタン塗装で
長持ち
コーティング加工

20㎝

品番 規格／タイプ 税抜価格 梱

253-2345 HSPL-22 2m2 段継 ￥3,070 10×4 �在
253-2346 HSPL-32 3m2 段継 ￥3,990 10×2 �在

 収納ポール

www.land-art.co.jp

現場の声から生まれた、重さわずか192ｇ、
収納時の長さ27㎝のコンパクトな伸縮式ポール。
森林測量での持ち運びに最適。

品番 規格／タイプ 税抜価格

253-2374 No.112-2　2m10 本継 ￥17,400 �在

ポケットポール 

品番 規格／タイプ 税抜価格

275-4690 No.541　1.2m ￥3,400 �メ �別

ツリーロッド

ケース

270㎜
2,000㎜

●全長：2ｍ�
●全縮：270㎜�
●継本数：10本�

●継管外径寸法：�
���最小径φ16.0㎜�
���最大径φ30.5㎜�

●紅白20㎝間隔

JIS1級相当

●円周を測れば直径がひと目でわかる
　パイメジャー
●立木の生育測定などに利用

品番 規格／タイプ 税抜価格

202-1511 F10-02DM 2m・10㎜幅 ￥1,330 �在

直径メジャー
原寸大

●テープ幅：10㎜
●測定範囲：円周：～2ｍ
　　　　　　直径：～ 63㎝

●1番売れている
���ガラス繊維製巻尺
●３倍速の巻取りで作
業のスピード・安全性
にも貢献

●テープ裏面は黄色で
���見やすい配色
●軽くて、手になじむ形
状で使い勝手が良い

テープ厚み
0.5㎜

標 準 張 力
10N（20℃）

3倍速

1級

I S O
校 正
ガラス繊維

12㎜幅

裏5㎜
目盛
原寸大

表2㎜
目盛
原寸大

品番 規格／タイプ 長さ 重量 税抜価格 梱

211-1694 12-30HRW 030m 540g 　￥5,600  
10

�在
  211-1693 12-50HRW 0 50m 813g 　￥8,400 �在
211-1704 12-100HRW 100m 1,475g ￥17,000 5 �在

ハヤマキ 12

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

ショックアブソーバー付

a

●2㎝括約目盛
●5㎝実寸目盛

●サイズ：W60㎜
���×L1,200㎜
●厚み：0.6㎜
●ガラス繊維製

品番             測定範囲（㎝） a（㎝） 税抜価格

275-4680 30   15.5 ￥18,000 ▲ �在
275-4681 45 25.5 ￥18,890 ▲ �在
275-4682 60 32.5 ￥20,400 ▲ �在
275-4683 75 40　 ￥22,220 ▲ �在
275-4684 100 53　 ￥25,560 ▲ �在

木製ホワイト輪尺（中堀式）

a

ステンレス製

●普通目盛
●材木の直径
���測定用
●表2㎜、裏1㎜目盛

材木尺
品番 規格／タイプ 測定範囲（㎝） a（㎝） 税抜価格

275-4661 63509 30 16 ￥14,400 �メ �別
275-4662 63525 45 26 ￥19,800 �メ �別
275-4663 63541 60 33 ￥27,000 �メ �別
275-4664 63568 75 43 ￥34,200 �メ �別
275-4665 63592 100 58 ￥48,600 �メ �別

定番の
2段伸縮ポール

表はヨコ目盛

裏はタテ目盛

●アルミ製で軽く、持ち運びに便利
●ジョイント部は、歪まずまっすぐ伸びる
●ポール内部に砂やホコリが入りにくい

●公共用緑化樹木の規格
　明示サイズに対応
●携帯に便利な
���コンパクトサイズ

HSPL-22 HSPL-32
全　長 2ｍ 3ｍ
全　縮 1.17ｍ 1.67m
重　量 約515g 約650g

NEW!
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縮尺が 8種類付いたアナログタイプ

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2351 計量マス+雨量計セット（社内検査付） ￥190,000 �問 �別

転倒桝型隔測自記雨量計

●受水口径：200㎜±0.6㎜
●感　　度：1転倒雨量／0.5㎜
●ケーブル：0.5m㎡×2C、��
����������������VTCF10m(付属)
●サイズ：φ216×H450㎜
●重　　量：約2.4kg（ケーブル込）

転倒桝型雨量計
●サイズ：H206×W280×D142㎜
●重　量：約4.2kg
●電　源：信号用／単1電池×4本
�������������������������または外部電源
　　　　�自記時計用／単2電池×1本

自記電接計数器

● 測定範囲：木材5 ～ 50%
● サ イ ズ：H155×W58×D38㎜
● 重 量：183g
● 電 源：単4電池×4本（付属）

2本の電極ピンが電気抵抗から
素材の含水率を瞬時にキャッチ

品番 規格／タイプ 税抜価格

550-3013 ダンプファインダーコンパクト ￥16,000 �メ �別

木材水分計

メンテナンスフリーで
壊れにくい

2つの針を押し当てるだけの
簡単測定

縮尺
表：
１/750,000、１/500,000
１/400,000、１/200,000
裏：
１/100,000、１/��50,000
１/��25,000、１/��15,000

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-3727 アナログタイプ 37507 ￥1,800 �在

SILVA マップメジャー

品番 規格／タイプ 税抜価格

554-5004 デジタルピロディン D6J ￥450,000 �問 �別

木材試験機

● レ ン ジ：200、2,000、20,000 lux、
200,000 lux

● 分 解 能：0.1、1、10、100 lux
● 測定精度：±(5%rdg＋4dgt)
● サ イ ズ：H170×W55×D38㎜
● 重 量：190ｇ
● 電 源：9V電池×1本（別売）

最大値ホールド、�
データホールド機能付

品番 規格／タイプ 税抜価格

550-3500 LX-204 ￥22,000 �メ �別

照度計

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-3381 H102-4 ￥1,600 �メ �別

数取器（手持ちタイプ）

手袋をしたままでも作業しやすい

品番 規格／タイプ 税抜価格

550-2494 PC-51D ￥19,800 �在

風速計ミニ

校 正

ハンドストラップ

● 測 定 範 囲：風速 1.1 ～ 20m/s
温度 －15 ～ 50℃

● 測 定 精 度：風速 1.1 ～ 10m/s(±0.9m/s)
温度 ±1℃

● サ イ ズ：H47×W144×D26㎜
：(折畳寸法)

● 重    量：95g(電池含む)
● 電　　 源：CR2032×1個(付属)

風 速 階 級

Ｈ Ｏ Ｌ Ｄ 機 能

体 感 温 度
平均値（１０秒間） 最 大 値

温度

風速

非破壊で木材内部の
密度を測定する

品番 規格／タイプ 税抜価格

554-5001 ファコップ ￥780,000 �問 �別

応力波速度測定器

木材の片側から衝撃波を発生させ反
対側の受信用センサーに到達するま
での時間を計測することで、内部の腐
朽・空洞や密度などが推測でき、PC
接続可能

●スタートセンサ
●ストップセンサ
●BNCケーブル

●ハンマー
●革製携帯バッグ
●転送ソフト

● サ イ ズ：H156×W80×D29㎜
● 重 量：220g
● 電 源：9V電池（別売）
● 単 位：㎲（マイクロ秒）

●記録紙（7日間×5枚）
●カートリッジペン×1本
●単1電池×2本、単3電池×2本

●木材の品質検査および腐朽度合いを測定
●木製遊具や土留め材などの腐朽診断に

●測定範囲：0 ～ 35㎜（0.1㎜）
●電源：単3電池×4本
●データメモリ：200×20データ

●サイズ：H45×W27×D45㎜
●重量：45ｇ
●ステンレス製

外部から進行する腐朽度合いを定量的に測定

最大 200,000luxまで測定可能

モニタリング調査や生態系観察に

ステンレス製
なので丈夫
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保安・作業
用品

security and order and items for work

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

408-1006 ① AFV50-OL オレンジ／ライムイエロー

￥3,300

�メ �別
408-1002 ② AFV50-YW 黄／シルバー �メ �別
408-1005 ③ AFV50-BL 紺／ライムイエロー �メ �別
408-1010 ④ AFV50-OB オレンジ／ブルー �メ �別

安全ベスト（エアースルーベスト）

●ブロー樹脂製
●矢印のみ反射

●高さ 700㎜
●反射材付

●高さ 620㎜
●反射材付

●軽くて丈夫、耐久性にも優れる
●折りたたみ製なので車載できる
●矢印反射なので夜間も使える

品番 規格／タイプ サイズ（㎜） 参考価格 梱

403-2344 BOA2-01C H550 × W900 ￥10,000 2 �メ �別

ブロー製折りたたみ式矢印板

品番 規格／タイプ 参考価格 梱

403-1520 ①立入禁止

￥800 30

�在
403-1521 ②駐車禁止 �在
403-1522 ③工事中 �在
403-1523 ④キケン注意 �在

表示テープ 

① ① ②②

③

④

●サイズ：70㎜×50m×0.07㎜  ●非粘着タイプ

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-2350   φ9㎜ ￥3,800 �在
403-2351 φ12㎜ ￥5,500 �在

標識ロープ

●100ｍ巻
●ポリエチレン製

省スペースで
設置可能な工事看板

www.land-art.co.jp

●着丈 58㎝
●反射テープ50㎜幅

軽くて柔らかいので着心地抜群

風抜き穴付で風の影響を受けにくい

ポリエチレン製で焼却時にダイオキシンが発生しない 反射材付なので視認性も良好

高い耐候性（約5年）を持つ土のう

注意喚起に幅広く使えるロープ

●枠サイズ：H1,725×W335×D50㎜
●看板サイズ：H1,395×W275㎜
●ブロー成形で丈夫

看板スタンド
（別売）

①①

⑥

②

②

⑦

③

③

⑧

④
④

⑨

⑤

⑩

※おもりをのせる台

※掲載外のカラーの
　取扱いもございますので
　お問い合わせください。

品番 規格／タイプ 参考価格

406-3000 ① 徐行願います HA2KPW(B)

￥11,000

�メ �別
406-3001 ② 片側交互通行 HA4KPW(B) �メ �別
406-3002 ③ 通行止 HA5KPW(B) �メ �別
406-3003 ④ 工事中 HA6KPW(B) �メ �別
406-3004 ⑤ 停止位置 HA10KPW(B) �メ �別
406-3005 ⑥ 工事中ご協力を～ HA11KPW(B) �メ �別
406-3006 ⑦ 工事用車両出入口 HA18KPW(B) �メ �別
406-3007 ⑧ 車線減少 HA33KPW(B) �メ �別
406-3008 ⑨ 0m 先 工事中 HA40KPW(B) �メ �別
406-3009 ⑩ ご協力有難う～ HA41KPW(B) �メ �別
406-3020 看板スタンド SD-2 ￥1,200 �メ �別

蛍光プリズム看板（スリムタイプ枠付）

※シルバー反射、オレンジ反射などもあります。

反射材付

工事灯を
差し込める

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

403-2317 ①スコッチコーン 三段貼 赤 ￥2,400 �在
403-2326 　コーンベース ￥1,500 �在
403-3883 ②伸縮式三角コーン オレンジ ￥1,700 �在
403-3887 　ウェイト ￥500 �在

三角コーン

折りたためる

品番 規格 / タイプ 入数（枚） 税抜価格

403-1016 UV ブラック土のう
200  オープン �メ �別

403-1019 UV ブラックマクラ土のう �メ �別

UVブラック土のう 

●材質：ポリエチレン　　　　 
  （12本×12本打込み）
●サイズ480×620㎜
　　　　250×900㎜
             （マクラ土のう）

●約5年の常設土塁に最適
●紫外線劣化防止剤を添加
　耐候性に優れた黒を採用
●災害用の備蓄に最適

NETIS
CG-120013-VE
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optionoption

詳細地形図内蔵でタッチパネル採用手袋をしたままでも作業しやすい

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4060 Oregon® 750TJ 010-01672-36 ￥90,000 �在

GARMIN GPS
品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4070 GPSMAP 64csx 010-02258-2B ￥74,800 �在

GARMIN GPS

現場で使いやすい防塵防水カメラ軽量・コンパクトで使いやすい

●USBケーブル
●クイックスタートマニュアル

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-7260 RICOH　G900 通常モデル ￥99,000 �在

現場用デジタルカメラ

GPS・記録
用品

GPS and record articles

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4072 eTrex 32x 010-02257-08 ￥59,800 �在
271-4073 eTrex 22x 010-02256-08 ￥44,800 �在

GARMIN GPS

3軸電子
コンパス

22xは
非搭載

高度計

22xは
非搭載

●ニッケル水素充電池　
●USBケーブル
●クイックスタートマニュアル

●ニッケル水素充電池　
●ACアダプタ（USB）
●USBケーブル
●カラビナクリップ

※写真は32x

3軸電子
コンパス

高度計

デジカメ

3軸電子
コンパス

高度計

デジカメ
●サイズ：H160×W61×D36㎜
●重量：230g（電池含む）
●電源：ニッケル水素充電池（付属）
　　　 単3電池×2本（別売）
●内蔵メモリ：16GB

NEW!

防 塵 防 水
IPX7 2.6イ

ンチ

ディス
プレイ

●日本詳細地形図が格納済み
●8メガピクセルのデジカメ内蔵
●GPS、GLONASS、Galileo、
　みちびきに対応

NEW!

防 塵 防 水
IPX7

●サイズ：H103×W54×D33㎜
●重量：148g（電池含む）
●電源：単3電池×2本（別売）、
　　　 市販のNi-MHまたは
           Li-ion電池
●内蔵メモリ：8GB

●日本詳細地形図が格納済み
●GPS、GLONASS、みちびきに
対応

NEW!

防 塵 防 水
IP68

3インチ

ディス
プレイ

●画素数：2,000万画素
●光学5倍ズーム、デジタル8.1倍
●焦点距離：28 ～ 140㎜
●サイズ：
   H65.5×W118.2×D33.1㎜
●重量：252g（電池等含む）
●電源：Li-ion充電池（付属）

●GPS＆電子コンパス搭載
●手袋をしたままでも操作
　しやすい大きいボタン
●防塵防水性能が高く、
　汚れたら水洗いも可能

防 塵 防 水
IPX7

●サイズ：H114×W61×D33㎜
●重量：207g（電池含む）
●電源：ニッケル水素充電池（付属）
　　　  単3電池×2本（別売）
●内蔵メモリ：8GB

●日本登山地形図と日本詳細地形
図の２つの地図が格納済み

●8メガピクセルのデジカメ内蔵
●GPS、GLONASS、みちびきに
対応

３インチ
タッチパネル

option

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4065 ① ニッケル 010-11874-00 ￥3,600�取 �別
水素充電池
( 予備用 )

271-4043 液晶保護 M04-TWC10-05 ￥1,000�在
フィルム

271-3817 ② スリップ 010-11526-10 ￥3,800�在
ケース

271-4029 ③ リール 010-10888-00 ￥3,200�取 �別
ストラップ

オプション
① ② ③

option

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4065 ① ニッケル 010-11874-00 ￥3,600�取 �別
水素充電池
( 予備用 )

271-4061 液晶保護 M04-TWC10-04 ￥1,000�在
フィルム

271-4062 ② ソフト 010-10117-03 ￥2,200�取 �別
キャリングケース

271-4029 ③ リール 010-10888-00 ￥3,200�取 �別
ストラップ

オプション
① ② ③

品番 規格／タイプ 　税抜価格

271-3884 液晶保護フィルム M04-TWC10-01 ￥1,000�在
271-4029 ① リールストラップ 010-10888-00 ￥3,200�取 �別
271-4028 ② カラビナクリップ 010-11022-00 ￥2,200�取 �別
271-3885 日本登山地形図 TOPO 010-11209-02 ￥17,000�在

オプション
① ②

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-7257 ① プロテクタージャケット O-CC174 ￥3,000�在
291-7256 ② ソフトケース SC-900 ￥3,500�在
291-7206 SDHC メモリーカード 8GB オープン�在
291-7284 液晶保護フィルム 親水タイプ ￥1,250�在

オプション
① ②

P D F
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5W出力なので広い通話エリアをカバー 高低差を考慮した測定が可能

アルカリ乾電池で最長 100時間使える

コンパクトな黒板なので使いやすい 軽量・コンパクトなズーム双眼鏡

広い視野と明るさで使いやすい双眼鏡定番の丈夫なスチール製黒板

通信・作業
用品

Communication and items for work

品番 規格／タイプ 参考価格

461-2010 SR720 充電池・充電器付 ￥59,800 �メ �別
461-2011 SSM-BT10 Bluetooth ヘッドセット ￥3,600 �メ �別

デジタル簡易無線

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

403-3141 UBZ-LP20Y イエロー オープン �在
403-2861 UPB-5N Ni-MH 充電池 ￥2,900 �在
403-2860 UBC-10 シングル充電器 オープン �在

特定小電力トランシーバー

表

P D F

組み合わせ
一覧表はこちら

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-5013 HSY-22S/MJ　マーカー付属 ￥5,500 �在

携帯黒板 フィットダブル（グリーン）

※板面のタイプは上記以外にもございますのでお問い合わせください。

品番 規格／タイプ 税抜価格

301-7112 BSY-1　ヨコ型 ￥5,300 �在

ジャパンゴールド（スチール黒板）

※板面のタイプは上記以外にもございますのでお問い合わせください。

品番 規格／タイプ 参考価格

271-3867 COOL SHOT 40i 高低差対応モデル ￥46,400 �メ �別

Nikon レーザー距離計

品番 規格／タイプ 参考価格

271-3677 Sportstar Zoom 8-24 × 25 ￥21,000 �メ �別

ズーム双眼鏡

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-3958 GZP-820 ￥25,000 �在

ズーム双眼鏡

● 測定可能距離：7.5 ～ 590m
● 精 度：±0.75m/yd
● サ イ ズ：H70×W36×D112㎜
● 重 量：160g(電池除く)
● 電 源：CR2×1本（付属）

●ケース　●ストラップ

●直線距離／高さ／水平距離／
　加減算距離の測定が可能
●ボタンを押し続けることで、約8秒
間の連続測定ができ、手ブレの影響
を軽減できる

最大
590ｍ

倍率
6倍

防 塵 防 水
IPX4

品番 規格／タイプ 税抜価格

403-3212 かる～いホン TD-504Y ￥20,200 �メ �元

拡声器

防 塵 防 水
IP66

定格出力

4.5W

軽くてコンパクトなので
持ち運びもラクラク

www.land-art.co.jp

●送信出力：5W ／ 2.5W ／ 1W
●サイズ：H91.5×W55.8×D29.4㎜
●重量：237g（電池含む）
●電源：Li-ion充電池（付属）

防 塵 防 水
IP68

●カンタンな登録局の申請で使える
●別売のヘッドセットでワイヤレス通話が可能
●本体スピーカーは800ｍWの大音量
●16時間使えるLi-ion充電池付属

●送信出力：10ｍW
●サイズ：
　H103.9×W55.5×D26㎜
●重量：180g（電池含む）
●電源：単3電池×3本（別売）
　　　  Ni-MH充電池（別売）

●音声到達距離：160ｍ
●重量：400g（電池除く）
●電源：単3電池×4本
　　　 （別売）

●サイズ：H158×W187㎜
●重量：238g
●伸縮棒：180 ～ 550㎜

●サイズ：H450×W600㎜
●重量：1.6kg
●付属品：チョーク、黒板消し

防 塵 防 水
IP54

●スピーカー出力400mWの大音量
●収納できる回転式アンテナ

●2.5ｍからの落下テストをクリア
●単3電池×4本で、約13時間
　駆動するので省エネ
●メーカー保証3年で安心

●両面とも記入できるボード
���だから使いやすい
●マグネットも使える
●さまざまな板面に対応

●軽くて丈夫なアルミ枠とスチール製の板面
●書きやすく、消しやすいなめらかな板面

裏

ホイッ
スル音

付

ズーム
8 ～ 24倍

ズーム
8 ～ 20倍

倍 率 8 ～ 24倍
対物レンズ有効径 φ25㎜
実 視 界 4.6 ※゚
ひ と み 径 3.1㎜※
明 る さ 9.6※
1,000m先 の 視 界 80ｍ※
サイズ（W × D） 109×123㎜
重 量 305g

※8倍時

倍 率 8 ～ 20倍
対物レンズ有効径 φ50㎜
実 視 界 4.2 ～ 2.6°
ひ と み 径 6.25 ～ 2.5㎜
明 る さ 39 ～ 6.25
1,000m先 の 視 界 73.5 ～ 45.5ｍ
サイズ（W × D） 176×188㎜
重 量 940g
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パックカバー内蔵なので、
急な雨にも素早く対応

軽量性に優れた
高所作業向けヘルメット

しなやかな着心地で機能性と
軽量性を高いレベルで実現

快適な背負い心地で疲れにくい林業用背負子耐久性・操作性・汎用性に優れたプロモデル

■お問い合わせは

※掲載商品は2020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。

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

    コードで登録

2005 20K

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 

高い通気性を
持つショルダー
ハーネス

ABS製

435g

高所作業・レスキュー用
品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

402-2503

ストラト

A020AA00 ホワイト

￥12,200 ▼

�メ �別
402-2504 A020AA01 イエロー �メ �別
402-2505 A020AA02 レッド �メ �別
402-2506 A020AA03 ブラック �メ �別

あご紐の強度設定を
２段階に調節できる

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

570-1626 1132151 オレンジレッド ￥21,000 �取 �別

ロガーキャリア

背面長は
調節可能

品番 規格／タイプ 税抜価格

570-1456 ① ピクサ１　E78 AHB 2 ￥4,600 ▼ �在
570-1457 ② ピクサ２　E78 BHB 2 ￥6,800 ▼ �在
570-1458 ③ ピクサ３　E78 CHB 2 ￥9,000 ▼ �在

ペツル

●重量：160g(電池含む)
●電源：単3電池×2本
　　　�（付属）

●ライト部分のみ取り外して作業台に置いて使うことも可能
●ピクサ３は、スポット・ワイド・ミックスの照射モード付（ピクサ１はワイドのみ、
ピクサ２はミックスのみ）

●付属のアタッチメントでペツルのヘルメット（ストラト）に装着可能

●ダイヤルでヘッドバンドを
　調整
●高いフィット感

防 塵 防 水
IP67

60/20Lumen ① 80/20Lumen ② 100/60/20Lumen ③

ヘルメット取付用
アタッチメント

● フレームは軽くて丈夫な
　アルミニウム合金を採用
●オプションパーツで現場や
　作業に応じたカスタマイズ
　が可能

●サイズ：
����H78×W36×D33cm
●重量：2.35kg
●耐荷重：40kg

NEW!

サイズ ブラウンサンド ダークチャコール ダークティール 税抜価格

M 400-3059 400-3063 400-3067
￥20,800

�取 �別
L 400-3060 400-3064 400-3068 �取 �別

XL 400-3061 400-3065 400-3069 �取 �別

サイズ マスタード プライマリーブルー レッド プライムグリーン

M 400-3021 400-3025 400-3051 400-3055
L 400-3022 400-3026 400-3052 400-3056

XL 400-3023 400-3027 400-3053 400-3057

ストームクルーザー　ジャケットMen's（1128615）

サイズ ブラック 税抜価格

M 400-2306
￥13,500

�取 �別
L 400-2307 �取 �別

XL 400-2308 �取 �別

ストームクルーザー　パンツMen's（1128562）

ゴアテックス®

マスタード

プライマリーブルー レッド プライムグリーン ブラウンサンド ダークチャコール ダークティール

耐水圧
50,000㎜
透湿性
35,000g

※Ｗｏｍｅｎ’ｓの取り扱いもございます。

▲ 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　�受 受注生産品　�別 送料が別途かかる商品  


