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No,9418 公開特許 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,9544 〃 防雪フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,8727 〃 法面緑化用金網構造体 平.8-10 66点 ￥23,000
No,8726 〃 法枠用型枠の構造と施工法 平.8-10 68点 ￥23,300
No,8708 〃 落石防護柵の構造と装置 平.7-10 75点 ￥24,700
No,7837 〃 防護柵の構造と装置 平.2-6 90点 ￥26,300
No,8711 〃 蛇籠の構造と設置方法 平.7-10 72点 ￥23,600
No,7838 〃 〃 平.2-6 90点 ￥29,500
No,8276 〃 スポーツ用ネットの構造と張設構造 平.7-8 54点 ￥19,700
No,7839 〃 〃 平.5-6 68点 ￥27,400
No,7577 〃 〃 昭.62-平.4 90点 ￥28,400
No,9448 登録・公開 金網の製造加工方法 平.14 99点 ￥19,800
No,9260 〃 〃 平.13 90点 ￥18,000
No,9040 〃 〃 平.12 107点 ￥29,700
No,8964 公開特許 〃 平.11 70点 ￥27,300
No,8723 〃 〃 平.9-10 99点 ￥29,500
No,8100 〃 〃 平.7-8 92点 ￥27,800
No,7776 〃 〃 平.5-6 82点 ￥25,500
No,7506 〃 〃 平.3-4 80点 ￥23,800
No,8710 登録特許 〃 平.9-10 64点 ￥21,400
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1 埋め込み式熊捕獲用罠装置 和田　三生 39 野生動物捕獲器 有限会社川口自動車工業

2 動物捕獲機 矢崎総業株式会社 40
動物用罠及び動物用罠におけるアー
ムの拡開方法及び動物用罠に使用さ
れるトリガー具

和田　三生

3 猪捕獲装置 竹中　寅勝 41 絞り力機構及び動物捕獲装置 神戸　武光

4 捕獲器 泓本　浩 42 捕獲ロープ用緩衝装置 神戸　武光

5 動物捕獲装置 長見　暉美 43
足くくり罠のワイヤーの先端を瞬時に
絞り込み　ワイヤーが罠本体からはず
れやすくした二股金具

本田　武

6 動物等の捕獲具 大石　利幸 44 自在式足くくり罠 大平　和彦

7 猪その他の野性動物の捕獲罠 二若　勲 45 野生獣類用罠 小野　美貴

8 捕獲器 泓本　浩 46
足括り罠用の下アーム側先端具及び
それを備えた足括り罠

和田　三生

9 獣の捕獲器 成　直喜 47 動物捕獲器 新林　敏行

10 動物捕獲器具 松山　龍洋 48
動物用罠及び動物用罠に使用されるト
リガ―具

和田　三生

11 野獣捕獲用括り罠 門脇　明憲 49 動物捕獲装置 延原　主税

12 野生動物捕獲柵 有限会社協和工業製作所 50 猪の捕獲用檻 有限会社　なぎさ工業

13 捕獲器 泓本　浩 51 動物捕捉器 藤田　辰雄

14 獣捕獲用罠 山本　敬炳 52 可搬式野生動物捕獲器 有限会社協和リクレイム

15 折り畳み可能な捕獲箱
財団法人ダム水源地環境
整備センター

53 野生動物捕獲装置 有限会社藤田鉄工所

16
動物用括り罠の作動方法及び動物用
括り罠

和田　三生 54 野生獣類用罠 小野　美貴

17 蛇捕獲機 川満　孝英 55 捕獲檻 中田　栄次

18 獣類捕獲器 松浦産業株式会社 56 捕獣用罠 須永　重夫

19 動物捕獲用檻 重見　豊紀 57 獣捕獲器 鶴崎　力男

20 動物捕獲用檻 重見　豊紀 58
足括り罠用トリガー具及びそれを備え
た足括り罠

和田　三生

21 括り罠 上野　一 59 捕獲檻 須永　重夫

22 捕獲装置およびそのカバー 又吉　東守 60
動物罠用トリガー具、それを備えた動
物罠、動物罠の設置方法及び動物罠
の作動感度の調整方法

和田　三生

23 捕獲具 大城　良雄 61 括りワナ 村仲　一視

24 野生獣類用罠 向笠　喜寛 62 縦型足くくり罠 真柄　佳央

25 捕獲器 九州日立マクセル株式会社 63 動物捕獲檻 田米開　利男

26 獣類の足くくり罠 水津　昭 64 狩猟用足錠具 和田　三生

27 足括り罠装置及びその製造方法 和田　三生 65
動物捕獲用罠及び動物捕獲罠用の
シャッター閉鎖装置

上原　肇

28
罠の作動制御装置、罠の作動制御方
法、罠装置、足括り罠装置及びその作
動制御方法

和田　三生 66 野獣用わな 佐藤潔

29 動物捕獲器 野口　友茂 67 跳ね上げ式のわな 栗田　　明男

30 捕獲用罠 有限会社井原金型製作所 68 狩猟用のワイヤートラップ 有川　正之

31
野生動物による食害防止およびその
動物の捕獲装置

阿部金属鋼産株式会社 69 独立重量調整式足くくり捕獲罠 豊田　一成

32
足括り罠の作動制御装置、それを備え
た足括り罠及び足括り罠の作動制御方
法

和田　三生 70 屋根開閉式獣類捕獲、飼育オリ 近森　毅

33
罠装置及びそれに使用するトリガー手
段

和田　三生 71 捕獲ロープ用緩衝装置 神戸　武光

34 引掛具及び狩猟獣の捕獲方法 和田　三生 72
狩猟罠用ワイヤロープ及びそれを備え
た狩猟罠

和田　三生

35 獣類のトラップ 斉藤　安利 73 組立型囲いわな 近森　毅

36 動物捕獲装置 澤野　敏明 74 捕獲用具 井上　雄幸

37 動物捕獲具 株式会社エスエスシー 75 害悪動物捕獲方法及びその装置 藤原　充弘

38 動物捕獲用わな 轟木　逸次 76 狩猟ひろいワナ 清川　優

以下１１点省略
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