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(本体価格)

No,9870 公開特許 平.7-平.16 100点 ￥27,400

No,10200       〃 平.15-平.19 84点 ￥23,700

No,9605       〃 平.5-平.14 87点 ￥20,000

No,9694       〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9980       〃 平.10-平.17 78点 ￥23,400

No,10547       〃 平.15-平.21 90点 ￥28,000

No,9515       〃 平.10-平.14 71点 ￥14,200

No,9807       〃 平.7-平.16 79点 ￥19,800

No,10382       〃 平.15-平.20 96点 ￥25,000

No,9606       〃 平.5-平.14 89点 ￥20,000

No,9693       〃 平.6-平.15 99点 ￥23,000

No,9692       〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,10604       〃 平.20-平.22 73点 ￥20,000

No,10198       〃 平.17-平.19 82点 ￥24,600

No,9872       〃 平.14-平.16 82点 ￥22,300

No,9695       〃 平.6-平.15 99点 ￥23,000

No,10571 登録・公開 平.22 85点 ￥25,000

No,10434       〃 平.21 87点 ￥26,000

No,10305       〃 平.20 91点 ￥28,400

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

防鳥ネットの構造と装置

               〃

発音式鳥獣撃退装置

磁気式鳥類飛来防止装置

防獣フェンスの構造と施工法

金網の製造加工方法

               〃

               〃

               〃

               〃

白蟻の検知･駆除装置

ゴキブリ捕獲器の構造

防虫シート材の製造加工方法

               〃

米びつ用防虫剤の製造加工方法

野生動物撃退方法と装置

野生動物捕獲装置の構造

               〃

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内

[公開編]平成17年～平成22年（6年間）　　82点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６０５

お   申   込   書

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

野生動物撃退方法と装置

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 害獣駆除装置および害獣駆除方法 細谷火工株式会社 44 遠隔操作システム 中田  誠二

2 よるな 清川  優 45 鳥獣害防止装置 植埜  晶浩

3 有害獣撃退装置 有限会社  Ｔ．Ｙ．Ｉ 46 鳥獣撃退装置 多摩川精機株式会社

4 侵入防止装置 有限会社たくみ技研 47 鳥獣への威嚇音発生具 松丸  敏

5 鳥獣害防止方法 信濃化学工業株式会社 48
鳥獣撃退装置並びにこの装置を使用
した鳥獣撃退システム

津村  正好

6 野外動物や人間の侵入防止警報装置 株式会社ヨシオ 49 データ収集装置 松下電工株式会社

7 鳥獣威嚇装置 津村  正好 50 鳥獣おどし 青木  香奈枝

8 鳥獣類接近警戒システム 堀  潤也 51 野獣撃退器具 草加  英紀

9 鳥獣駆逐用花火 井上玩具煙火株式会社 52 ２枚格子Ｘ型猪撃退具 杉山  茂嘉

10 鳥獣人防犯検知機器 松村  秀一郎 53 刃形のＬ字型平鋼猿撃退具 杉山  茂嘉

11 有害鳥獣駆除器 中庭  光男 54 １枚格子型猪撃退具 杉山  茂嘉

12 動物威嚇銃 沼田  悟 55 有害動物威嚇具 後藤  幸雄

13 有害鳥獣の撃退具 中田  誠二 56 アングル突起型獣撃退具 杉山  茂嘉

14 動物撃退装置 株式会社末松電子製作所 57
蓄光発光と反射を有する鳥獣類威嚇
器具

有限会社日本エクステリア
研究所

15
（忠実番犬君）熱線センサーアダプ
ターと録音再生用のエンドレスカセット
テープ内蔵の再生専用装置を接・・・

前田  實 58
野生動物の撃退具及び野生動物の撃
退方法

樋口  風太

16 張り糸式検知装置 定塚  朋子 59 鳥獣類追払装置 又吉  東守

17 野生動物撃退ステッキ 中国電力株式会社 60 有害鳥獣威嚇装置 山木  久

18 鳥獣撃退方法及び機器 有限会社テクノトリート 61 音波式有害獣撃退機 深代  光治

19 動物撃退装置 森本  武彦 62 鳥獣撃退装置 森本  武彦

20
自動時間差ロケット花火発射式害鳥獣
撃退装置

笹原  忠臣 63 突き出し格子逆ｙ型獣撃退具 杉山  茂嘉

21 動物用威嚇装置 大平  正 64 鳥獣駆逐装置および鳥獣駆逐方法 有限会社  アンナカ

22 鳥獣撃退装置 津村  正好 65 散水兼用の害獣撃退装置 フタワ株式会社

23 害獣撃退システム 松下電工株式会社 66
進入体検出装置及び同装置を備えた
進入体威嚇装置

エムケー精工株式会社

24 有害動物威嚇具 後藤  幸雄 67
ワイヤー等の線と光物テープ保持型獣
忌避具

杉山  茂嘉

25 鳥獣害防除装置 森  静雄 68
蓄光発光と反射を有する鳥獣類威嚇
器具

有限会社日本エクステリア
研究所

26 動物撃退装置 鈴木義久 69 有害動物威嚇装置 山木  久

27 有害鳥獣類の撃退方法及び装置 北岡  正枝 70 釘型獣撃退具 杉山  茂嘉

28 花火銃 山下  荘平 71 獣類撃退装置 株式会社末松電子製作所

29 害獣の侵入防止具 株式会社南部製作所 72 釘棒型獣撃退具 杉山  茂嘉

30 動物追い払い装置 有限会社津久井製作所 73 鳥獣威嚇用爆音機 タイガー株式会社

31 鳥獣類追払装置 又吉  東守 74 害獣撃退地雷管 石平  久男

32 有害鳥獣駆除玩具 民安  記一 75 害獣撃退装置 オー・エム・シー株式会社

33 動物撃退装置
有限会社  ＳＡＫＵプランニ
ング

76 釘竹型獣有害動物撃退具 杉山  茂嘉

34
防犯上並びに、有害な野生動物の駆
除等の為に有効な物質の入った射出
物を瞬時に射出する為の・・・

小林  健一 77 害鳥獣忌避装置 行俊  博司

35
センサーを使った猪や猿などの撃退装
置

西村  忠之 78 動物除け装置 白鳥  雅春

36 有害鳥獣威嚇装置 山木  久 79
有害動物忌避装置及び有害動物忌避
方法

江口  祐輔

37 動物威嚇装置 トヨタ自動車株式会社 80 烏等の加害防止装置 株式会社システムワット

38
作動装置、動物撃退装置及び動物撃
退システム

相羽  東湖 81 野獣撃退装置 亀本  亨

39 猪（熊・鹿・猿）撃退装置 松尾  勝巳 82 野外動物撃退装置 吉川  政能

40 鳥獣撃退装置 有限会社明産電子工業

41 有害動物撃退装置 アドキン環境株式会社

42 有害鳥獣脅し装置 直井  修

43 害獣威嚇装置 山田  敏明 以上82点収録

野生動物撃退方法と装置　　　No.10605

[公開編]　　平成17年～平成22年（6年間）　　　　82点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


