
アニマルトラップ
Modelネオ220

アニマルトラップ
Model1085

アニマルトラップ
Model1079

アニマルトラップ
Model1081

折り畳み式捕獲器 トルコッテ
 U type Toru Cotte-N

アライグマ専用箱わな
栄ヒルズ

Raccoon cube
（ラクーンキューブ）

36,630円（税込） 20,900円（税込） 19,800円（税込） 30,250円（税込） 42,900円（税込） 48,400円（税込）

ツキノワグマ

イノシシ

シカ

アライグマ ○ ○ ○（◎※1） ○ ○ ◎

ハクビシン ○ ○ ○ ○ ○

タヌキ ○ ○ ○ ○ ○

アナグマ △ △ △ ○ ○

キツネ ○ ○

ヌートリア ○ ○ ○ ○ ○

サル

イタチ(オス) ○ ○ ○ ○

タイワンリス

W26.0×H31.0×D82.0 W26.5×H31.5×D81.5 W26.5×H31.5×D81.5 W38.1×H38.1×D106.6
W32.5×H36.4×D77.4

(折りたたみ時：
W31.6×H11.8×D93)

W31.1×H46.4×D43.9

約4.2kg 約4.4kg 約3.6kg 約9kg 約7kg  約7.1kg

主部：25mm×25mm
後部（後方18㎝）：13mm×

25mm

主部：25mm×25～50mm
後部：25mm×13～25mm

主部：25mm×25～50mm
後部：25mm×13～25mm

主部：25mm×25mm
後部：25mm×15mm

25mm×23mm 25mm×23mm

2mm 2mm 2mm
 2mm

(横部：2.5mm)
3mm 3mm

亜鉛メッキ高張力鋼線
防錆加工済

亜鉛メッキ高張力鋼線
防錆加工済

亜鉛メッキ高張力鋼線
防錆加工済

亜鉛メッキ高張力鋼線
防錆加工済

鉄(メッキ仕上げ) 鉄(メッキ仕上げ) 

片開式 片開式 片開式 片開式 片開式 片開式

踏み板式 踏み板式 踏み板式 踏み板式 吊り餌式
アライグマ専用
筒型トリガー

折り畳み式 完成品 完成品 完成品 折り畳み式 完成品

捕獲表示プレート 捕獲表示プレート 捕獲表示プレート 捕獲表示プレート － －

－ － － － 修理可能 修理可能

■折りたたみ式でコンパクトに
収納が可能。
■後扉が開くため、エサの取
り付けが簡単。
■踏み板式の捕獲罠。
■亜鉛メッキ高張力銅線で長
持ち。
※アナグマ捕獲が目的の場
合、パワーフレームPRO（別
売）の使用をお勧めします。
【3,300円（税込）】

【官公庁担当者様へ】
本製品をお求めの各自治体
担当者様は、別途お問い合わ
せください。

■イージーセット機能でワン
タッチ開閉可能。
■大型安全パネルで安全性
アップ。
■踏み板式の捕獲罠。
■亜鉛メッキ高張力銅線で長
持ち。
■完成品が届くので、すぐに
使用可能です。
※アナグマ捕獲が目的の場
合、パワーフレームPRO（別
売）の使用をお勧めします。
【3,300円（税込）】

■踏み板式の捕獲罠。
■亜鉛メッキ高張力銅線で長
持ち。
■完成品が届くので、すぐに
使用可能です。
※大型パネルがついたセイフ
ティモデルも販売しています。
【20,900円（税込）】
※アナグマ捕獲が目的の場
合、パワーフレームPRO（別
売）の使用をお勧めします。
【3,300円（税込）】
※1 らく捕りー対象機種。らく
捕りー トリガーモジュール（別
売）を接続することでアライグ
マ専用の罠として使用可能。

■大型のアライグマ、キツネ
にも対応できる余裕の38.1cm
の間口。
■横線は直径2.5mm、補強フ
レーム部は直径約6mmもの高
張力鋼線を使用。
■防錆加工済。
■折りたたみ式ではなく、完成
品が届くためすぐに使用でき
ます。
※大型パネルがついたセイフ
ティモデルも販売しています。
（別途お問い合わせくださ
い。）

■折りたたみ式でコンパクトに
収納が可能。
■後扉が開くため、エサの取
り付けが簡単。
■エサフックの形状が特殊な
ため、捕獲動物がケガをしにく
い。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。

■アライグマ専用の「筒型トリ
ガー」の捕獲罠です。
■アライグマの特性を活かし
たトリガーを開発し、錯誤捕獲
（他の動物を捕獲すること）を
解消しました。
■埼玉県農業技術研究セン
ターと箱わな製造会社（有）栄
工業の共同開発。
■安全で、壊れにくい頑丈な
造りです。
※ラクーンキューブ専用の
CO2処分箱も販売していま
す。
【55,000円（税込）】

fa-0042 fa-0040 fa-0002 sm0387 s-0082 s-0129

中型獣用箱わな 栄ヒルズ
D type No.302（シルバー）
D type No.303（ブラック）

中型獣用箱わな 栄ヒルズ
D type No.402（シルバー）
D type No.403（ブラック）

中型獣用箱わな 栄ヒルズ
D type No.202（シルバー）
D type No.203（ブラック）

アニマルトラップ
Model1078

ハクビシン・アライグマ・
ヌートリア捕獲用箱わな

サル捕獲用箱わな シカ捕獲用箱わな
大型獣用箱わな 栄ヒルズ

E type No.501

大型獣用箱わな 栄ヒルズ
E type No.601（片開）
 E type No.602（両開）

大型獣用箱わな 栄ヒルズ
E type No.603（片開）
 E type No.604（両開）

大型獣用箱わなドラム
 栄ヒルズ

E type No.701

【シルバー】14,520円（税込）
【ブラック】16,280円（税込）

【シルバー】28,600円（税込）
【ブラック】31,900円（税込）

【シルバー】12,100円（税込）
【ブラック】14,080円（税込）

18,590円（税込） 54,120円（税込） 82,610円（税込） 151,316円（税込） 125,400円（税込）
【片開】161,700円（税込）
【両開】179,300円（税込）

【片開】143,000円（税込）
【両開】157,300円（税込）

267,080円（税込）

ツキノワグマ ◎

イノシシ ○ ○ ○

シカ ○ ○ ○

アライグマ ○ ○

ハクビシン ○ ○

タヌキ ○ ○ ○

アナグマ ○ ○

キツネ ○ ○

ヌートリア 〇 ○ ○

サル ◎ ◎ ○ ○

イタチ(オス) ○ ○

タイワンリス ◎

W33×H30×D66.2
(フレーム高：37.5)

W36.3×H36.5×D77.4
(フレーム高：45)

W20.5×H21×D60.8
(フレーム高：29.1)

W18×H18×D61 W35×H35×D90 W60×H60×D120 W90×H150×D180
W50×H53.5×D130
(フレーム高：75.3)

W100×H101.5×D212
(フレーム高：150)

W85×H86×D183
(フレーム高：130)

W71.5×H72×D190.5
(フレーム高：110.5)

 約3kg  約7kg 約2.3kg 約1.8kg 約20kg 約37kg 約75kg 約29.4kg
約96.6kg（片開）
約105.8kg（両開）

約75.8kg（片開）
約84.4kg（両開）

約93.8kg 

18mm×29mm 24mm×23mm 15mm×36mm 25mm×25mm
横30mm×縦60mm
背面30mm×30mm

50mm×50mm 100mm×100mm 47mm×25mm
側板：94mm×94mm

天板・底板：144mm×144mm
95mm×95mm ドラム内径：650mm

2mm 3mm 2mm 2mm 5mm 5mm 5mm 4mm 6mm 6mm
9mm

（本体板厚：2.3mm
シャッター板厚：1.6mm）

シルバー：鉄(メッキ仕上げ)
ブラック：鉄（塗装仕上げ）

シルバー：鉄(メッキ仕上げ)
ブラック：鉄（塗装仕上げ）

シルバー：鉄(メッキ仕上げ)
ブラック：鉄（塗装仕上げ）

亜鉛メッキ高張力鋼線
防錆加工済

一般の溶接金網に比べ1.5倍
の高強度　　扉：木製

一般の溶接金網に比べ1.5倍
の高強度　　扉：木製

一般の溶接金網に比べ1.5倍
の高強度　　扉：木製

鉄(塗装仕上げ) 鉄(塗装仕上げ) 鉄(塗装仕上げ) 鉄(塗装仕上げ)

片開式 片開式 片開式 片開式 片開式 片開式 片開式 片開式 片開式・両開式 片開式・両開式 片開式

吊り餌式 吊り餌式 吊り餌式 踏み板式 蹴り糸式 蹴り糸式 蹴り糸式
吊り餌式

※踏み板式に変更可能
（オプション）

蹴り糸式 蹴り糸式 蹴り糸式

完成品 完成品 完成品 完成品 折り畳み式
現地組み立て式

（発送時は2分割に梱包）
現地組み立て式

（発送時は2分割に梱包）
完成品

現地組み立て式
（発送時は5分割に梱包）

現地組み立て式
（発送時は5分割に梱包）

現地組み立て式
（発送時は4分割に梱包）

・保護カバー
・スペアバネ

・エサ袋
・タグ

・保護カバー
・スペアバネ

・エサ袋
・タグ

・保護カバー
・スペアバネ

・エサ袋
・タグ

捕獲表示プレート － －
転倒防止の固定杭4本付き
（長さ：200cm・重量：0.93kg）

－ － － －

修理可能 修理可能 修理可能 － 修理可能 修理可能 修理可能 修理可能 修理可能 修理可能 修理可能

■後ろ扉から捕獲した動物を
スムーズに移動できます。
■捕獲した動物が暴れても、
ロック機能が付いている為外
れません。
■製品識別コードにより製品
の取扱説明書・メンテナンス情
報を現場で確認可能。
■ビニール加工された保護カ
バーを付けて設置すると、エ
サがホコリや雨に当たらない
ので長持ちします。また暗所
を好む動物に効果的です。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。
※タヌキ・ヌートリア以外での
使用は推奨していません。

■後ろ扉から捕獲した動物を
スムーズに移動できます。
■捕獲した動物が暴れても、
ロック機能が付いている為外
れません。
■製品識別コードにより製品
の取扱説明書・メンテナンス情
報を現場で確認可能。
■ビニール加工された保護カ
バーを付けて設置すると、エ
サがホコリや雨に当たらない
ので長持ちします。また暗所
を好む動物に効果的です。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。

■後ろ扉から捕獲した動物を
スムーズに移動できます。
■製品識別コードにより製品
の取扱説明書・メンテナンス情
報を現場で確認可能。
■ビニール加工された保護カ
バーを付けて設置すると、エ
サがホコリや雨に当たらない
ので長持ちします。また暗所
を好む動物に効果的です。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。

■サビに強く伸縮性のある亜
鉛メッキ高張力鋼線使用。
■タイワンリスなど小型の動
物を捕獲したい場合に便利。
■中・大型の動物が入る心配
がなく、混獲の機会が減りま
す。
■折りたたみ式ではなく、完成
品の為すぐに使用できます。

■1セット約20㎏でハンドル
(取っ手)もついており、捕獲し
た動物に咬まれる心配のない
安全設計です。
■檻代わりにしてそのまま移
動が可能です。
■組立時間も約３０分程度
で、簡単でスピーディに設置
可能です。
■シーズンオフには畳んで保
管できるので、保管場所にも
困りません。

■畳んで保管可能。
■箱罠の各パーツの網は一
般の溶接金網に比べ、1.5倍
の高強度に仕上がっており、
耐久性にも優れています。
※サルは大変賢いので、組み
立て時並びに設置時に作業を
見られないように注意して下さ
い。

■畳んで保管可能。
■軽量で機動性が高いため、
出没地域に比較的気軽に移
設可能で、一基あたりの捕獲
数が多くなります。
■軽トラックで設置場所のすぐ
そばまで運べて便利です。
■従来の箱罠では捕獲しづら
かった、三段角のシカも捕獲
可能となりました。
■箱罠の各パーツの網は一
般の溶接金網に比べ、1.5倍
の高強度に仕上がっており、
耐久性にも優れています。

■組立てられた形でお届けす
るので、すぐに設置が可能で
す。
■動物が仕掛けをいじり難い
構造です。
■捕獲後はロックが掛かり逃
げることが出来ません。
■後ろが開いてエサ付け作業
が簡単です。
■オプションで踏み板タイプに
変更が可能です。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。

■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。
※クマ脱出口付き。

■軽トラックの荷台に積載可
能なサイズなので運ぶのに便
利です。
■日本有数の金属産業都市
である新潟県燕市のメーカー
品です。細部の作り込みが丁
寧で、とても頑丈です。
※クマ脱出口付き。

■閉まると真っ暗で動物が暴
れにくく、取り扱う人間の安全
性が高い商品です。
■クマ専用の捕獲器(罠)です。
■受注生産のため、お届けま
でに1ヶ月ほどかかる場合があ
ります。

s-0103 s-0106 s-0100 fa-0024 fj0004 fj0003 fj0001 s-0121 s-0122 s-0125 s-0128

仕掛け

納品形態

付属品

付加機能

特徴

商品番号

サイズ
（cm）

重量

網目幅

網径

素材

片開/両開き

価格

大
型

中
型

小
型

付属品

付加機能

特徴

商品番号

商品名

画像

網目幅

網径

素材

片開/両開き

仕掛け

納品形態

価格

大
型

中
型

小
型

サイズ
（cm）

重量

※掲載している商品は予告なしに外観・仕様・価格が変更される場合がありますのでご了承ください。
※掲載している商品の価格・仕様は2023/3/30現在のものです。

※価格は全て税込です。

商品名

画像

箱わな比較表
【関連商品】

捕獲動物の処分に利用

【有害鳥獣対策用】

CO2 処分箱 ココボックス

U type CO2BOX-L

ボンベ接続セット付属

■折りたたみ式でコンパクトに

収納が可能

■上蓋に窓が付いており、経過

観察を行うことが可能

■プラスチック素材のため、軽

量で、汚れても水洗いが可能

■組立が簡単

※本製品は、有害鳥獣対策用

として販売するものです。販売

は、行政機関や有害鳥獣対策

協議会等、有害鳥獣対策に関

わる団体に限らせていただきま

す。

※対応機種については、別途

お問い合わせください。

【捕獲に関する注意】

・鳥獣類の捕獲は、鳥獣保護管

理法等の法律によって規制さ

れています。 わなを使った捕獲

には、捕獲許可や狩猟免許が

必要ですので、事前にお住まい

の県や市町村へご確認ください。

※ドブネズミ・クマネズミ・ハツカ

ネズミの捕獲や、農業被害対

策のためのネズミ類・モグラ類

の捕獲は、 許可を受けずに捕

獲することができます。

・野生動物を捕獲した後は各自

治体の指導に従ってください。

・動物虐待目的には絶対使用し

ないでください。

・幼児、子供、ペット等のいる場

所での使用は避けてください

（重大事故の可能性がありま

す）。

・本体のフチなどで手を切らな

いために、軍手等の着用をお

願いします。

・保護動物を誤って捕獲した場

合は、速やかに放獣してくださ

い。

【用語解説】

◆踏み板式

シンプルな仕掛けの仕組み上、

餌につられて入ってきた動物を、

高確率で捕獲することが可能で

す。ただし、捕獲対象以外の動

物も捕獲( 錯誤捕獲) してしまう

場合もあります。

◆吊り餌式

餌付きフックを引くことでフタが

閉まる構造のため、フックを引く

力の弱い動物は捕獲されません。

効率よく捕獲対象動物を狙って

捕獲することができるのが特徴

です。

◆蹴り糸式

状況に応じて仕掛けの位置や感

度を変更することが比較的簡単

な蹴り糸式は、イノシシやシカな

どの大型獣用の箱わなに採用さ

れることが多いです。

◆片開式

片開式は檻の奥まで動物をおび

き寄せるのでフタが閉まる際に

逃げられにくい、また、両開式に

比べ価格が安いのが特徴です。

◆両開式

両開式は両方のフタを開けて設

置するため、動物から見ると罠

出入口の見通しがよく、また、け

もの道に通路になるよう設置で

きるため警戒されにくいといった

特徴があります。

◆完成品

折り畳み式に比べ可動部が少

ないため壊れにくいといった特

徴があります。ただし、運搬や収

納時にスペースが必要になりま

す。

◆折り畳み式

手軽に折り畳めるため、罠の運

搬や収納に便利です。

◆イージーセット

直接フタに手を触れずにセットで

き、錯誤捕獲をしてしまった場合

も安全にリリースすることができ

るため、初心者の方におすすめ

の機能です。

◆大型安全パネル

動物捕獲後、罠上部の取っ手を

持つ際、大型のパネルが捕獲動

物の攻撃から手を守ります。

◆パワーフレームPRO

罠出入口部をフレームで強化す

ることで、アナグマなど力の強い

動物にも対応できるようになりま

す。

【関連商品】

アニマルトラップ

Model1079を

アライグマ専用のわなに

らく捕りー トリガーモジュール

捕獲したアライグマを

安全に輸送・処分まで

対応可能なボックス

らく捕り― 専用サテライト

■アライグマ捕獲専用のトリ

ガーモジュール（※特許取得済

み）

■アライグマ専用の仕掛けで

錯誤捕獲を防止

■アニマルトラップModel1079・

1089に取り付け可能

■踏み板が使えなくなったアニ

マルトラップの再利用が可能

■アニマルトラップModel1079と

のセット購入も可能（※オプショ

ン）

■捕獲したアライグマの安全で

スムーズな移送にも対応「らく

捕り― 専用サテライト」（※オプ

ション）

※本製品は、有害鳥獣対策用

として販売するものです。販売

は、行政機関や有害鳥獣対策

協議会等、有害鳥獣対策に関

わる団体に限らせていただきま

す。


