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小岩金網の小岩金網の
獣害対策
製品

大切な作物を から守る大切な作物を から守る害獣
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組み立て式箱罠

いのじかけ

いの楽フェンス
簡易防獣柵

いの電グラス
防獣電気柵

いの電メッシュ
防獣電気柵

www.koiwa.co.jp

・ 記載内容は２０21 年１０月現在のものです。 商品改良のため予告無しに変更することがありますご了承下さい。

　製造・販売

111-0035　
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690  FAX 03-5828-7693

125-0063　
東京都葛飾区白鳥四丁目17番14号
TEL 03-6662-7888  FAX 03-3602-3900 http://j-n-t.net/
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　 東北支店

◆ 北海道
　 栗山工場
　 由仁工場
　 北海道支店
　 帯広営業所

◆ 東北

　 青森営業所

　 盛岡営業所
　 平泉営業所

◆ 岩手県
　 衣川工場
　 前沢工場
　 前沢インター工場

　 関東支店
　 本社
◆ 東京都

◆ 関東

　 南関東営業所
　 北関東営業所

◆ 中国

　 中国支店
　 岡山工場

◆ 中部

　 中部支店
　 小牧工場

◆ 九州

　 九州支店
　 熊本工場

全国の事業所

各支店・営業所

小岩金網株式会社の窓口をご紹介いたします。
金網のご用命は、最寄りの事業所まで
お問合せください。

北海道支店 帯広営業所

東北支店 青森営業所

盛岡営業所 平泉営業所

関東支店 北関東営業所

南関東営業所 中部支店

中国支店 九州支店

北海道札幌市東区北二十四条東 16 丁目正栄ビル
TEL. 011-785-0880

北海道帯広市西１８条南５丁目５８番地２
TEL. 0155-36-5333

青森県青森市中央四丁目１４番１号
TEL. 017-773-5101

岩手県奥州市前沢区字新城５８番地７
TEL. 0197-47-3734

栃木県下野市下古山上ノ原２５３５番４号
TEL. 0285-53-7401

愛知県小牧市河内屋新田２０番地
TEL. 0568-75-7710

熊本県上益城郡益城町大字広崎１６３０番地７
TEL. 096-286-8902

宮城県仙台市若林区卸町東四丁目１番 37 号
TEL. 022-390-4711

岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目４番２０号
TEL. 019-654-4777

東京都葛飾区白鳥四丁目１７番１４号
【防災商品グループ】　【フェンス・建材営業部】
TEL. 03-3690-1338　　TEL. 03-3690-1338

神奈川県藤沢市宮原３５６６番３号
TEL. 0466-48-2182

岡山県岡山市北区富吉 3126 番 3号
岡山空港工業団地
TEL. 086-294-5870

電導性の高いAS線を使用し、金網全体、または部分的に通電。
獣は 危険！と学習し、抑止力抜群です。
衝撃電流はパルス出力で人にも獣にも安全です。

大型液晶ソーラーパネルで曇り空でも発電できます。

獣はびっくり、人には安心

電池交換不要のソーラーシステム

亜鉛アルミ合金メッキ鉄線の溶接金網製。
耐久性に優れ、長期間の使用が可能です。

軽トラックに 4台積載可能、現場にラクラク搬入。
2名で簡単に組み立てられます。

強固で耐久性に優れた捕獲器

組み立てカンタン、運搬ラクラク

小岩金網の小岩金網の
獣害対策製品

強固で耐久性に優れた捕獲器

組み立てカンタン、運搬ラクラク

組み立て式箱罠

いのじかけ

いの電メッシュいの電グラス
防獣電気柵

／

溶接金網・アンカーピン・控え柱の
3点のみで構成。小さな金具は使用しません。

標準品の 1/4 の長さの傾斜パネルを合わせれば
山肌などの急傾斜にも対応します

部材はたった3種類、抜群の施工性

傾斜にも対応、地形を選びません

いの楽フェンス
簡易防獣柵
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カンタン設置で防御力抜群！

シンプルな部品構成で
簡単に組み立てられる仮設フェンス。
傾斜のある地形にも対応し、
どこでも設置できます。

溶接金網

控え柱

主柱

いの楽フェンス
製品仕様 製品仕様

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

　縦Φ5.0× 横Φ5.0　50×200　L1300×W500

SR235　Φ16×L1700（50mmUフック）　溶融亜鉛めっき

SD295　   Ｄ10×L1200（50mmUフック）　溶融亜鉛めっき

　縦Φ5.0× 横Φ5.0　50×200　L1300×W2000

いのじかけは1台76kg なので、
軽トラック (最大積載量350kg) で 
一度に4台 (304kg) を現場へ運ぶことができます。

「いのじかけ」は小岩金網㈱の登録商標です

金網部はもちろん、トリガー部にも耐久性の高い
素材を採用。長期間繰り返し使用できます。
猪の突き上げによる扉開きを防ぐロック機能付き。

運搬がラクラク！ 耐久性・捕獲力が抜群

直線２本で金網パネル 5枚を
組むことができ、
ゲートはボルト 6本で固定。
組み立て作業が簡単です。
（組み立ては 2名で行なってください）

捕まえたら逃がしません

溶接金網

トリガー

ゲート
部材

フック付
直線

亜鉛アルミ合金めっき鉄線製　：　Φ6.0mm×100
側面 /上・下面パネル　　　　：　H1000×W1000×L2000
背面パネル　　　　　　　　　：　H1000×W1000

亜鉛アルミ合金めっき鉄線製　：　Φ5.0mm

溶融亜鉛めっき製鋼材
ZAM亜鉛鋼板

超高分子量ポリエチレン（ダイニーマ）

いのじかけ

登録商標第6386933号

部材は、溶接金網・アンカーピン・
控え柱の3点のみ。
細かい部品は使用しません。

標準品の1/4の長さの傾斜パネルで
急傾斜にも対応可能。
取付場所を選びません。

部材はたった3種類 急傾斜地にも対応 強度も抜群です

80kg( イノシシの標準体重 )の
静的荷重試験 (社内試験 )に合格。
高い強度で動物の侵入を防ぎます。

金網パネルを直線で結合。
コイルなどは不要です。
（特許出願中 第2021-089157号）

丸棒でパネルどうしを
連結する方式を採用。
ボルトなどを使わないため
組立てが簡単です。

※

※
いの楽フェンス

簡易防獣柵

特長 特長

組み立て式箱罠

いのじかけ

簡易防獣柵 組み立て式箱罠

登録商標第6386933号
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引き込み線がいらない太陽電池式電柵機を使用。
発電力の大きい大型液晶ソーラーパネルなので
曇り空でも発電可能です。
雨に濡れても大丈夫な完全防水仕様。

約1秒間隔で電気を流すパルス出力方式。
人が触れると静電気程度の衝撃を感じますが、すぐに
手を離すことができます。獣は敏感な鼻で電気柵に
触れると「危険！」と学習し、近寄らなくなります。

高性能ソーラー自家発電 人にも動物にも安全・安心

施工例
畑の外周を囲むことで
害獣の侵入を抑止し、
農作物を守ります。

選べる金網2タイプ

■アルミ被覆鋼線AS-M線を使用した
　溶接金網です。重量が軽く簡単に運べる
　ので、施工性が良いのが特長です。

溶接金網タイプ

グラスダイヤモンドフェンスの
施工に便利な、巻癖矯正機

グラスダイヤモンドフェンス
タイプ

電導性の高いAS線を部分的に使用し、
害獣の鼻先を狙います。
完全防水の高性能太陽電池式で
引き込み線や電池交換は不要です。

別売りの巻癖矯正機を使用することで、より展開が
容易になり、取付施工性がアップします。

■標準でも獣害防止柵として使用される
　グラスダイヤモンドフェンスに、
　アルミ被覆鋼線AS-B線を織り込んで
　（横線下部 2～ 6段目）通電させ、
　侵入防止効果を高めたフェンスです。
　さらに掘返し防止網付きも選択可能です。

施工性が良く、組み立てカンタンな溶接金網タイプと、
より強固で抑止効果の高いグラスダイヤモンドフェンスタイプの
2種類をご用意しています。

電気のショックで獣を撃退

ゲッターエース３ソーラー１２W クイック６００ ７W ※1「ゲッターエース３ソーラー」及び支柱、取付部品は㈱末松電子製作所の製品です。

※2 電柵器は延長によって選択できます。

※3「くい丸」は㈱くい丸の製品です。

ゲッターエース３ソーラー
( ㈱末松電子製作所 )

自在取付支柱セット

グラスダイヤモンドメッシュ
フェンス

支柱 （単管パイプ+くい丸）

支柱

出力電圧 １００００Ｖ（最大電線長３３００ｍ）
出力間隔  約１.１秒

φ３３ mm×１００ cm

Ｅ-ＧＳ３ φ２.６  (１.８)×１３０×１０５

φ４８.６×２.４mm ＳＴＫ５００ 溶融亜鉛めっき

※1

※3

※2

部材名 仕　様

電
気
柵
本
器

い
の
電
メ
ッ
シ
ュ

い
の
電
グ
ラ
ス

ＦＲＰポール  φ２０ mm

（横線上下端部）Ｅ-ＧＳ２ φ４.０  (３.２)

ＡＳ-Ｂ   φ２.０ （横線下端部から３～７本目まで）

ヘッドキャップ付き

溶接金網
ＡＳ-Ｍ  φ２.６×１００×３００
９００×１５００
本器１台の最大延長約４７９ｍ （金網３３０枚分）製品仕様

いの電グラス
いの電メッシュ

Ｅ-ＧＳ３ φ２.６ （横線下端部から２、８～１6本目まで）

※カタログ P52 参照

■グラスダイヤモンドフェンスは
　強度も抜群。80kg( イノシシの標準体重 )
　の静的荷重試験に合格しています。

▲ 静的荷重試験 (社内試験 )のようす

■金網同士のつなぎ目を変えることにより、
　急傾斜にも対応可能です。

特長

いの電メッシュいの電グラス／

いの電グラス

いの電メッシュ－

－

防獣電気柵

防獣電気柵

デジタルテスターで
電圧チェックしているようす

登録商標第6528986号登録商標第6528986号 登録商標第6528985号登録商標第6528985号


