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1 動物威嚇装置 東山　潔 41 鳥獣おどし具 岸川　義治

2 鳥獣虫害の防除装置およびその防除
方法

株式会社チノー 42 紙の粉末などを樹脂に含ませたペレッ
ト及びその製造方法

株式会社サンワ

3 鳥獣等を寄せつけない方法及び装置 株式会社おも川 43 爆薬連接緩燃体による害鳥獣撃退方
法

若松　大朔

4 鳥獣撃退装置 小林　康高 44 外敵忌避装置 株式会社カネト製作所

5 鳥獣防除機 美濃包材株式会社 45 動物撃退器 株式会社萬綱商店

6 獣類撃退装置 池田　栄治 46 フラッシング光による鳥獣害防除方法 タイガー株式会社

7 猪追い装置 添田　正博 47 着火手段を備えた導火線並びにこれ
を用いた花火

津村　正好

8 害獣撃退システム 太田　一友 48 障害物構築装置 株式会社石川製作所

9 鳥獣追い用爆音発生具 斉藤　はやし 49 障害物構築装置 株式会社石川製作所

10 鳥獣威嚇具
有限会社高芝ギムネ製作
所 50 駆逐装置 キヤノン株式会社

11 鳥獣類の撃退装置 渡辺　昇 51 猪の嫌忌避剤組成物 株式会社緑保

12 鳥獣害防止器 生玉　静雄 52 鳥獣威嚇機 株式会社アポロ

13 猪撃退装置 斉藤　正信 53 鳥獣撃退器 北越物産株式会社

14 鳥獣害防止装置 津村　正好 54 デジタル音声による鳥獣撃退器 株式会社レルシル

15 鳥獣除け用有刺紐、有刺網若しくは有
刺柵

有限会社阿部事務所 55 鳥獣撃退剤発射具 株式会社ミスズ

16 動物侵入防止方法 積水樹脂株式会社 56 エリア侵入検出装置 三菱電機株式会社

17 鳥獣害防止具 名伸電機株式会社 57 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

18 破裂音式鳥獣威嚇装置 津村　正好 58 鳥獣撃退器 佐藤　泰子

19 保護区域に侵入する鳥獣等の威嚇に
よる排除方法

中央電子株式会社 59 鳥獣被害防除装置 長谷川　雅雄

20 鳥獣追い払い機 飯川　寛 60 鳥獣害防除システム 中央電子株式会社

21 鳥獣害防除装置 タイガー株式会社 61 野生動物撃退機 尾村　敏行

22 鳥獣害防除用発音板 タイガー株式会社 62 有害動物撃退装置
リコーマイクロエレクトロニク
ス株式会社

23 鳥獣撃退器 株式会社萬綱商店 63 鳥獣撃退起爆破裂装置 齋藤　よし必

24 獣害防御具 日本石油化学株式会社 64 害鳥獣撃退連続発音機 天野　新一

25 鳥獣追散具及び獣追散装置 結城　忠弘 65 有害鳥獣の撃退装置 中田　誠二

26 野生動物用撃退装置 久保井　重太郎 66 野獣撃退用緊急保安炎筒 南井　勲

27 害鳥獣追い払い装置 林　弘 67 有害鳥獣駆逐用のレーザーポインター
付望遠鏡

有限会社阿部事務所

28 害獣の駆逐方法 神鋼メックス株式会社 68 鳥獣追払い装置 小坂　常夫

29
表面に刺のあるシート又はテープ又は
網又は管又は保護包又は立体カ
バー。

薮野　貞夫 69 獣用忌避音発生装置 飯川　寛

30 鳥獣威嚇装置並びにこれに用いる飛
翔発射体

津村　正好 70 揮散制御収納体入りゲル状樹脂成形
体

第一工業製薬株式会社

31 鳥獣威嚇装置並びにこれに用いる着
火体載置部材

津村　正好 71 デジタル音声による鳥獣撃退器の音声
処理

株式会社レルシル

32 鳥獣撃退器 株式会社萬綱商店 72 有害生物撃退器及びその設置構造体 合川商事有限会社

33 発光発音矢 細谷火工株式会社 73 おどし機及びおどし機用裸電線 豊田　順三

34 鹿類を駆除する方法 田中　武司 74 鳥獣追い払い機 株式会社テックデル

35 有害動物撃退装置 株式会社キャッツ 75 猪による食害の防止方法 日本植生株式会社

36 動物侵入防止踏み板 川崎　由布次 76 侵入防止装置 防衛庁技術研究本部長

37 動物撃退装置 平　拓 77 有害動物に一番嫌いな粘着液を付着
して撃退する。

三ケ山　芳美

38 鳥獣被害防除具 長谷川　雅雄 78 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

39 鳥獣撃退器 高山　郁枝 79 動物撃退装置
竹中エンジニアリング株式
会社

40 鳥獣忌避装置 株式会社カネト製作所 80 防護マット 金　元鳳

以下２０点収録

野生動物撃退方法と装置　　　No.9870

[公開編]　　平成７年～平成１６年（１０年間）　　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥28,770    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,770　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,050　）




