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1 動物捕獲器における逃走防止構造 有限会社協和リクレイム 46 折畳み式鳥獣類捕獲容器 榊原　秀夫

2 害獣捕獲用の檻 平沢　三房 47
中心ジャンプ具と中心ジャンプ具を装
着したわな

羽賀建築板金有限会社

3 動物の捕獲檻 有限会社西建パネル 48 足括り罠及び罠用トリガー具 和田　三生

4 捕獲檻 犬塚　蔵造 49 括りロープ操作具 神戸　武光

5 ワイヤーループ式鳥・獣捕獲装置 有限会社　波田機工 50 捕獲檻 中田　栄次

6 ワイヤーループ式鳥・獣捕獲装置 有限会社　波田機工 51 動物捕獲装置 長尾　武人

7 捕獲罠 澤田　正文 52
穴頭を腕木、枠止めで枠組み固定す
る猪ワナセット

武川　晋

8
罠装置及び罠装置に使用する停止部
材

和田　三生 53 野生動物捕獲柵 森本　貴

9 動物等の捕獲具 亀山　幸一 54 箱罠 南　猛

10 狩猟用刃物 和田　三生 55 動物捕獲装置 南　猛

11 捕獲檻 有限会社ヒットビジネス 56
動物用箱罠の組み立て方法及び動物
用箱罠

和田　三生

12 動物捕獲器 株式会社大阪サウンド 57 動物捕獲装置 東峰　清

13 害獣の捕獲具 澤村　嘉昭 58 獣捕獲罠 小林　恒文

14 獣類の捕獲装置 川添　忠満 59 括りワイヤ分離機構 神戸　武光

15 動物の捕獲用おりと誘導餌台 武石　清治 60 箱わな 一瀬　弘光

16 足括り式動物捕獲装置
株式会社オブチ電機製作
所

61 動物捕獲器 太栄産業株式会社

17 獣類捕獲オリの餌皿搖動体仕掛け 近森　毅 62 動物捕獲装置 太栄産業株式会社

18 組立式野生動物捕獲装置 有限会社正幸産業 63
動物用箱罠、それに使用する連結具
及び連結構造

和田　三生

19
動物の捕獲用おりと該おりの開閉戸構
造

武石　清治 64
動物罠用トリガー具、それを備えた動
物罠、動物罠の作動感度の調節方法

和田　三生

20
動物捕獲監視システム、情報管理セン
ター及びトラップユニット

ガラガーエイジ株式会社 65 モグラ捕獲器 木村　千代男

21 獣くくりわな装置 足立　善徳 66 自動捕獲装置 株式会社アクシス

22 有害鳥獣等の駆除システム 三菱農機株式会社 67 有害動物管理装置 和田　三生

23 捕獣用檻 川添　忠満 68 罠装置用作動情報管理システム 有限会社日生工業

24
罠装置の作動方法、トリガ装置及びそ
れを備えた罠装置

和田　三生 69 箱罠 南　猛

25 槍用突出機構及び槍 神戸　武光 70 捕獲用包囲柵 日浅　一

26 害鳥獣捕獲装置 山田　興 71 動物捕獲檻 須永　重夫

27 害獣捕獲用の檻 株式会社テラモト 72 獣捕獲用脚括り罠 石川　武一

28
バネの間隙に設置する小型罠具の装
置

一瀬　弘光 73 捕獣用罠 須永　重夫

29 コイル引きバネによる罠の装置 一瀬　弘光 74 動物捕獲器 小口　哲男

30 捕獲器 株式会社サンカ 75 動物捕獲装置 品田　昭信

31 弾性薄板による動物被害対策器具 表谷　正則 76 動物捕獲檻 須永　重夫

32 動物捕獲装置 藤商有限会社 77 猪捕獲檻 株式会社ラビトン研究所

33 捕獲用檻 日浅　一 78 獣類の捕獲装置
株式会社九州自然環境研
究所

34 動物捕獲網罠 本田　武 79 捕獲器 三協精器工業株式会社

35 捕獲用檻 ニーズ電子有限会社 80 捕獲檻 株式会社藤沢精機

36 捕獲器 泓本　浩 81 捕獲檻 株式会社藤沢精機

37 動物捕獲用檻 福岡金網工業株式会社 82 箱わな踏み板の装置 一瀬　弘光

38 動物捕獲用檻 野村　和正 83 安全装置付き捕獲檻 株式会社藤沢精機

39 捕獲柵 バブ日立機工株式会社 84 イノシシ用囲いワナ 眞田　淳治

40 猪捕獲装置 増井　計彦

41
括り罠用空作動防止器具及び括り罠
の空作動防止方法

和田　三生

42 動物捕獲装置 有限会社栄工業

43 動物の捕獲用おりの開閉戸構造 武石　清治

44 猪の捕獲方法 バブ日立機工株式会社

45
アクチュエータ及び害獣捕獲用檻の
セーフティロック

バブ日立機工株式会社 以上８４点収録
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