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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,9605 〃 野生動物捕獲装置の構造 平.5-14 87点 ￥20,000
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,9779 登録・公開 金網の製造加工方法 平.16 94点 ￥21,700
No,9647 〃 〃 平.15 91点 ￥18,200
No,9448 〃 〃 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
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1 通電可能な防獣用通電性ネット 小山　逸雄 38
鳥獣防護電線の保持具及び張設具並
びに鳥害防止装置

小林無線工業株式会社

2 防獣ネット 泰東製綱株式会社 39
防獣フェンス用のフェンス体と防獣フェ
ンス

株式会社ラグ

3 野獣侵入防止網 清立商工株式会社 40 動物用防護柵
ジャパンファインスチール株
式会社

4 防獣網及びフェンス 福井漁網株式会社 41 フェンス構造 サンロード技建株式会社

5 侵入防止装置 防衛庁技術研究本部長 42 裾張りネット付き防獣用ネット ダイオ化成株式会社

6 錘付きネット クラーク株式会社 43 網状体接続構造
日本鋼管ライトスチール株
式会社

7 野生動物用防護柵
ジャパンファインスチール株
式会社

44 フェンス構造体 株式会社小財スチール

8 小動物進入防止用フェンス金網 筑豊金網販売株式会社 45
排水備等に用いるＵ字溝に装着する
防獣装置

羅　炳玉

9
回転する羽根を取り付けた野猿出入り
防止装置

山形　利之 46
防獣システムと、防獣用ネット並びに防
獣用ネット係止環

小山　逸雄

10 フェンス 安本　紘二 47 フエンス及びフエンス用胴縁
朝日スチール工業株式会
社

11 動物撃退装置
竹中エンジニアリング株式
会社

48 格子フエンス
朝日スチール工業株式会
社

12 電気柵用の金網 日本ギャビオン株式会社 49 フェンス連結金具
有限会社ニュー・ワークスエ
ンジニアリング

13 防獣フェンス 小岩金網株式会社 50 積雪地用フエンス
朝日スチール工業株式会
社

14
支柱カバーおよび支柱カバーを取り付
けたＨ型支柱を用いたフェンス

岡田産業株式会社 51 ネット 東洋紡績株式会社

15
設置面状況に合わせて変形可能な侵
入防止柵

アサヒ建設株式会社 52 小動物の手掛かり防止用胴縁構造 株式会社小財スチール

16 低コスト耐雪害防鹿柵 北原電牧株式会社 53 フェンス 片倉チッカリン株式会社

17 防獣フェンス用のフェンス体 株式会社小財スチール 54 可撓性長尺錘及び錘付き網 クラーク株式会社

18 猪侵入防止柵 高嶋　優 55 猿侵入防止用電気柵 末松　弘

19 フエンス
朝日スチール工業株式会
社

56
フェンス体および該フエンス体を有す
る防獣フェンス

株式会社小財スチール

20 杭打ち装置
独立行政法人　農業技術
研究機構

57
防獣フェンス用のフェンス体と防獣フェ
ンス

株式会社ラグ

21 侵入防止装置 北陸電力株式会社 58 フエンス用網
朝日スチール工業株式会
社

22 有害鳥獣用牧柵 會田　豊治 59 鳥獣撃退装置 上田　幸子

23 防獣フエンス
朝日スチール工業株式会
社

60 侵入防止用フェンス 日鐵建材工業株式会社

24 電気柵用支柱 株式会社末松電子製作所 61 積雪用防獣フェンス 株式会社小財スチール

25
挟持板、それを使用したフェンスの固
定具及びフェンス構造体

株式会社小財スチール 62 野生動物の侵入防御柵 東海物産株式会社

26 低コスト耐雪害防鹿柵 北原電牧株式会社 63 支柱ユニット及び獣害防止柵 宇部日東化成株式会社

27 有害獣の侵入防止柵 五湖建設株式会社 64 獣害防止柵用支柱 宇部日東化成株式会社

28 繊維ネット トヨネン株式会社 65 電気柵 京都大学長

29 繊維ネット トヨネン株式会社 66 有害動物の侵入防止装置
三井物産線材販売株式会
社

30 猿侵入防止柵 関西電力株式会社 67 侵入防止用フェンス 日鐵建材工業株式会社

31 動物侵入防止柵 株式会社　小川テック 68 動物侵入防止柵の取付構造 多気　雄作

32 フエンス連結部材
朝日スチール工業株式会
社

69 防獣ネット用網糸 ナカダ産業株式会社

33 電気柵 磯野　正夫 70 杭 剣持　照雄

34 有害動物の侵入防止装置
三井物産線材販売株式会
社

71 金網 トワロン株式会社

35
道路立入防止柵の改修工事用資材お
よび改修工法

株式会社エフディイー 72
電圧保持装置およびこれに用いる
ギャップ器具

滝沢　彰

36
獣害防止柵の設置方法及び獣害防止
柵等の連結具

石原工業有限会社 73 積雪縁切りバリケード 尾藤　清勝

37 組立式フェンス 小岩金網株式会社 以下９点省略
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