動物被害対策室

カラスなぜ逃げる？

一般家庭や農家の方々の不安を解消！

鳥類の目は構造上、光の波長が変化するものに警戒心を抱きます。「カラスなぜ逃げる？」
は、無数に束ねた透明ファイバーをぎらぎら反射させカラスを威嚇する商品です。しかも形
状がラセン構造ために風に揺らぎ常に不規則な動きをするためカラスの警戒心を高めます。
畑やゴミステーションなどに設置すれば、カラスはこれを異常に怖がり、餌があっても近づ
く事も出来ません。

上記写真はシカなぜ逃げる！を実際に設置している現場写真です。

また本品は、カラス専用設計ですので、鳩や
スズメなどには、ほとんど影響しません。

なぜ？

■カラスなぜ逃げる？
支柱タイプ
定 価 ￥2,940円(税140円)
特 価 ￥1,995円(税95円)
●ﾌｨﾗﾒﾝﾄ部長さ：45cm
●支柱長さ：53cm
カラスなぜ逃げる？の効果を最も確認しやすいスタンダードタイプです。
カラスに対し手持ちで威嚇してみましょう。
カラスにアピールする様に、高い位置で「ばっ！」と出してください。この時カラ
スが本品に、気がつきさえすれば、驚きの光景が見れます。
設置に於きましては、カラスから良く見えるように工夫を施し、複数本の使用をお
勧めいたします

シリーズ

■カラスなぜ逃げる？
Y字スタンドタイプ
定価 ￥3,150円(税150円)
特価 ￥2,100円(税100円)
●ﾌｨﾗﾒﾝﾄ部長さ：43cm
●スタンド高さ：60cm
最も実用的なスタンドタイプです。
設置に簡易性があるので、いろいろな所に設置して効果を高めましょう。

■価格及び仕様は変更する場合があります。■価格には、配送費や取り付け費は含まれておりません。
掲載の写真の色は印刷の条件により異なる場合があります。

株式会社オスカーインターナショナル
兵庫県西宮市山口町下山口1丁目9‑24
TEL:078‑904‑3533 FAX：078‑904‑3233
URL：http://www.oscar‑i.co.jp

商品の問い合わせは

TVなどで話題となっている箕面市のカラス問題。
箕面市のカラス対策チームも採用！
「カラスなぜ逃げる？」に、高い評価を頂いています。

初めに、私達人間が豊かな生活を営むうえで、地球環境を考え
ない開発の結果、自然界の生態形を崩し、動物の生活環境を悪
化させている事実を認識する必要があると思います。山に食料
がなくなれば、町や村に餌場を求めるのは自然の流れです。
しかし、野生動物の被害をそのままにする訳にもいきません。
猪や鹿が田畑を荒らすのみならず、これら動物が絡んだ交通事
故も後をたちません。人間社会と野生動物との共存関係による
、自然淘汰が今求められているのではないでしょうか。

DIGEST CATALOG

なぜ？

なぜ？

動物被害対策商品
農水省の発表で、2008年度の鳥獣被害は年間199億円と言われる中で、
シカ被害が最も多く58億円（増大傾向）、次いでイノシシ被害は、54億
円（増大傾向）、3位はカラス被害で、25億円（縮小傾向）
このような状況のなか、動物被害から生産者の皆さんを守る強力な対策
商品をご提案させて頂きます。

強力な繁殖力をもつクビシン、最近農家のみ
ならず街中でもハクビシンの被害が急増して
います。警戒心の非常に強いハクビシンは、
滅多に目撃されませんが、確実にそのテリト
リーを拡大しています。

豚とイノシシの交配によって生まれた家畜が
野生化した「イノブタ」。
生後約1年で、体重120kgにもなると言われて
いて、イノシシとは、違う習性を持つ。
【特

上記写真はイノシシなぜ逃げる！（イノブタが来る可能性も有り、イノシシ用、イノブ
タ用を交互に設置）を実際に設置している現場写真です。 紫色＋鈴はイノブタなぜ逃げ
る！です。青色はイノシシなぜ逃げる！です。

人間社会と野生動物との共存関係
害獣を退治するのではなく、人間社会に来なくすることが大切で、私達のご提
案する商品は、迷惑な鳥獣ですが、「傷つけずに追い払う事」「近づけなくす
る事」を目的としています。環境にも優しい人間界の境界線により、動物達の
学習能力に人間の生活圏を覚えこませます。
これにより、自然淘汰が始まり新たな生態系が出来上がることを願います。

徴】

1.猪の嫌いな唐辛子成分（カプサイシン）を配合
して臭いに敏感な猪の習性を利用、嫌な匂いで寄
せ付けないようにします。
2.視覚による忌避効果
3.鈴による音での忌避効果。
音に敏感なイノブタの習性を利用して覚えこませ
ます。
4.設置がとても簡単
5.効果が長時間持続します！

【イノブタ生息地】
大阪府 南部周辺
和歌山 紀北周辺
滋賀 湖西周辺
福井 嶺北南周辺
栃木 安足・日光周辺
茨城 水戸周辺
千葉 木更津周辺

■イノブタなぜ逃げる？ 50セット
定価 ￥34,650円(税1,650円)
特価 ￥19,950円(税950円)
■イノブタなぜ逃げる？ 100セット
定価 ￥55,440円(税2,640円)
特価 ￥36,750円(税1,750円)

【製品内容】
本 体
：不織布（PET）
忌避成分 ： 天然植物エキス天然砂
鈴
： 真鍮
製品サイズ：約33cmＸ9.5cm
付属：インシュロック 個数×2個入り

徴】

1.猪の嫌いな唐辛子成分（カプサイシン）を配合し
て臭いに敏感な猪の習性を利用、嫌な匂いで寄せ付
けないようにします。
2.視覚による忌避効果
視覚に敏感な猪の習性を利用、色･揺れにより寄せ
付けないようにします。
3.設置がとても簡単
既存のネット、柵(電気牧柵）を利用して吊るした
り、ロープを利用して吊るしたり誰でも簡単に設置
が可能です。

■イノシシなぜ逃げる？ 50セット
定価 ￥34,650円(税1,650円)
特価 ￥19,950円(税950円)
■イノシシなぜ逃げる？ 100セット
定価 ￥55,440円(税2,640円)
特価 ￥36,750円(税1,750円)

【製品内容】
本 体
： 不織布（PET）
忌避成分 ： 天然植物エキス天然砂
製品サイズ：約33cmＸ9.5cm
付属：インシュロック 個数×2個入り

2.視覚による忌避効果
視覚に敏感な猪の習性を利用、色･揺れにより寄せ
付けないようにします。
3.設置がとても簡単
既存のネット、を利用して吊るしたり、ロープを利
用して吊るしたり誰でも簡単に設置が可能です。
4.効果が長時間持続します！

徴】

1.猪の嫌いな唐辛子成分（カプサイシン）を配
合して臭いに敏感な猪の習性を利用、嫌な匂い
で寄せ付けないようにします。
2.視覚による忌避効果
3.ソーラータイプの「LED」照明採用。
光に敏感なイノイノブタの習性を利用して、発
光により忌避効果を発揮します。（約3m間隔で
1本設置）
4.設置がとても簡単
5.効果が長時間持続します！
【イノイノブタ生息地域】
四国全体に及ぶ
滋賀 琵琶湖周辺
岡山

一部地域

■ハクビシンなぜ逃げる？
定価 ￥3,675円(税175円)
特価 ￥2,625円(税125円)

10セット

■ハクビシンなぜ逃げる？
定価 ￥16,538円(税788円)
特価 ￥10,500円(税500円)

50セット

■ハクビシンなぜ逃げる？ 100セット
定価 ￥29,400円(税1,400円)
特価 ￥18,900円(税900円)

アライグマにも有効です！
【製品内容】

長期に渡り忌避効果を発揮します。
累計試用期間は1年間で、年間4ヶ月使用時は3年間
有効です。

本 体
：不織布（PET）
忌避成分 ： 天然植物エキス天然砂
製品サイズ：約9.5cmＸ9.5cm
付属：インシュロック 個数個入り

なぜ？

なぜ？

【特

【特

■イノシシなぜ逃げる？ 10セット
定価 ￥6,930円(税330円)
特価 ￥4,620円(税220円)

徴】

1.ハクビシンの嫌いな唐辛子成分（カプサイシン）
を配合して臭いに敏感なハクビシンの習性を利用、
嫌な匂いで寄せ付けないようにします。

最も被害額の多いシカ被害。
シカは、病気にも強く、行動範囲も広く、
急峻な山も登ります。積雪も50cm以内なら
十分に活動します。

イノブタとイノシシの交配によって生ま
れた「イノイノブタ」
イノブタとも違う習性を持つ。
イノシシは、犬に匹敵する敏感な嗅覚を持
つ。運動能力は、時速45Kmの速度で走り、
1mを超えるジャンプもこなす。性格は、神
経質で学習能力もある。

【特

なぜ？

猪の嫌いな天然植物（カプサイシンなど）を使用して匂いで近づけさせません。
人間の8000倍の臭覚を持つと言われる猪には、耐える事の出来ない強烈な刺激です。
袋には、空気を通し水を通さない特殊不燃布採用し、雨や湿度にも匂いの効果が持続
します。（1年程度）
対象動物（猪･鹿）が認識しやすカラーを使用して、強烈に記憶させます。

■イノブタなぜ逃げる？ 10セット
定価 ￥6,930円(税330円)
特価 ￥4,620円(税220円)

■イノイノブタなぜ逃げる？
定価 ￥10,080円(税480円)
特価 ￥6,510円(税310円)

10セット

■イノイノブタなぜ逃げる？
定価 ￥48,090円(税2,290円)
特価 ￥30,030円(税1,430円)

50セット

■イノイノブタなぜ逃げる？
定価 ￥96,180円(税4,580円)
特価 ￥57,540円(税2,740円)

100セット

【製品内容】
本 体
： 不織布（PET）
忌避成分 ： 天然植物エキス天然砂
LED照明
： 10個に3個（照明）付き
製品サイズ：約33cmＸ9.5cm
付属：インシュロック 個数×2個入り

【特

徴】

1.鹿の嫌いな唐辛子成分（カプサイシン）を配合し
て臭いに敏感な鹿の習性を利用、嫌な匂いで寄せ付
けないようにします。

■シカなぜ逃げる？ 10セット
定価 ￥10.500円(税500円)
特価 ￥6.825円(税325円)

2.視覚による忌避効果
視覚に敏感なシカの習性を利用、色･揺れにより寄せ
付けないようにします
。
3.設置がとても簡単
既存のネット、柵(電気牧柵）を利用して吊るしたり
、ロープを利用して吊るしたり誰でも簡単に設置が
可能です。

■シカなぜ逃げる？ 50セット
定価 ￥52.500円(税2.500円)
特価 ￥31.500円(税1500円)

4.効果が長
時間持続します！
長期に渡り忌避効果を発揮します。
累計試用期間は1年間で、年間4ヶ月使用時は3年間有
効です。

■シカなぜ逃げる？ 100セット
定価 ￥105.000円(税5.000円)
特価 ￥63.000円(税3.000円)

【製品内容】
本 体
：不織布（PET）
忌避成分 ： 天然植物エキス天然砂
製品サイズ：約100cmＸ9.5cm
付属：インシュロック 個数×3個入り

