
各種ネット加工も充実しています
●周囲ミシン加工（ロープ芯付き） ●リング取付加工●ネットファスナー取付加工

●ネット変形加工

カーテン式でご使用の場合は
上部にリングを取付けいたします
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インダストリー営業課
安全施工営業課

●消防庁認定 防炎表示者 登録番号 AE-㉓-1195
●（公財）日本防炎協会 防護用ネット防炎製品 事業所番号 M-3304
●名古屋市認定エコ事業所（認定番号00410）
●建設業許可 愛知県知事許可（般-27）第32850号

取付け用部材も各種用意しています

カーテンレール工法部材

その他部材

●各種ランナー ●各種ブラケット ●各種ストッパー

●カーテンレール

●ワイヤークリップ●ネットクランプ

●高い所に設置する重たい
カーテンや暗幕などでも開
閉がスムーズです。
●アルミタイプ、スチールタイ
プをご用意しております。

●ワイヤーロープ

“スパイク式”防鳥忌避材

トマレンジャー®

簡単施工の「トマレンジャーV21型」は、
コスト・作業性・機能性など、非常に優れた
「防鳥システム」と好評です。

●スパイク式の防鳥忌避材で、ネットが張れない場所に
取付けます。
●出窓、屋根のへり、玄関のひさしなどの鳥がとまる場
所に取付けます。
●景観を重視する文化遺産などで採用されています。

ネット施工ができない場所に…

畜産施設 防鳥ネット
野生動物
侵入防止
対策用
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15mm角目／シルバー
⑦KP-30A-20S

15mm角目／グリーン
⑤KP-30A-32G

15mm角目／シルバー
⑥KP-30A-32S

10mm角目／シルバー
⑪KP-20A-20S

20mm角目／黒
③KP-40M-12BK

20mm角目／グリーン
①KP-40A-32G

20mm角目／シルバー
②KP-40A-32S

2×4mm角目／黒
⑫サシバエネット

15mm角目／黒

④スーパー
　ハイレンジャームケツ

15mm角目／グレー
⑧KFP-30A-20GL

防炎製品

15mm角目／グレー
⑩KFT-30R-5GL

15mm角目／グリーン
⑨KFT-30R-5G

●乳牛の場合、1頭あたりサシバエ1匹で乳量
が0.7％低下します。

●子牛の場合、１頭あたり50匹のハエにより
体重増加率が13.2％低下します。

●作業者は刺されると相当痛い。

サシバエ対策で乳量アップ！豚熱（CSF）の感染予防に！ 鳥インフルエンザの感染予防に！

畜産農場のバイオセキュリティー向上に…。

防鳥ネットは

畜舎における防鳥ネットの設置
畜舎の出入口・窓・屋根からの野鳥
の侵入防止に。

改正飼養衛生管理基準（豚・いのしし）が
2020年7月1日に施行されました

更なる農場のバイオセキュリティーアップに！
養豚農場のバイオセキュリティーを向上させるた
めの国庫補助事業が実施されています。
この事業を活用して畜舎等への鳥害対策に…。

新たに施行された飼養衛生管理基準により、農
場において以下のような取り組みの強化が必要
になりました。
●衛生管理区域への野生動物の侵入防止措置
　（防護柵などの設置）
●野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、
　点検及び修繕（畜舎、飼料保管庫、堆肥舎な
　どへの侵入防止のための防鳥ネット等の設置）
●畜舎ごとの専用の衣服及び靴の使用
●衛生管理区域から搬出する物品の消毒等
●その他

農場周辺の防護柵ネットの設置
イノシシ・キツネ・タヌキなど野生動物
や人の侵入の防止に！

堆肥舎・おがくず舎・飼料置場
の侵入防止ネットの設置
堆肥舎、飼料置場などでは、食べ残し
のエサがカラス・タヌキなどを誘引し
病原体が持ち込まれる可能性も。ネッ
トで防止対策を。

M-３３０４

（公財）日本防炎協会

防炎製品
認定品

■規格一覧表

（財）全国家畜畜産物衛生指導協会資料より抜粋

■野鳥・野生動物による侵入の防止
●鶏舎には2㎝角以下の網目の防鳥ネットを上から覆うように、ゆっ
たりと垂らすように張り、間隙を塞ぎましょう。また、破損が見つ
かったら、直ちに補修しましょう。

●防鳥対策と同様、間隙を塞ぎ、ネズミの侵入を防止しましょう。
●鶏舎に入ったら、すぐに扉を閉めましょう。

■飲用水・飼料の汚染による侵入の防止
●新鮮な水道水を使いましょう。
●飼料タンク付近にこぼれ餌がないよう、常に清潔を保ちましょう。
●倉庫等は、鶏舎と同様に野鳥等の侵入防止及びネズミの駆除を
徹底しましょう。

■鶏舎内外の整理・整頓・清掃
●鶏舎内外の整理・整頓・清掃や鶏舎周辺の草刈りや木の伐採、
電柱等の撤去により、ネズミや野鳥の繁殖場所をなくしましょう。

■鶏糞の処理
●鶏糞処理施設には防鳥ネットを張りましょう。

■鳥インフルエンザに対する理解と教育
●日頃から従業員の鳥インフルエンザに関する知識の習得に努めま
しょう。

牛舎におけるサシバエの吸血か
ら牛を守るネットの設置
蹄病の予防、廃用の防止、繁殖低下
の予防など、2×4mmの目合で通気
性と防虫効果を両立するサシバエネッ
トです。

…
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防炎製品 防炎製品

防炎製品

防炎製品とは、消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、使用する人を
火災から守るため火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考え
から、消防庁等の指導により普及が図られているものです。
（公財）日本防炎協会の防炎製品認定委員会が防炎性能基準等を定め、
この基準に適合する製品が防炎製品として認定されています。

写真No. 糸径m2重量編網色等目合（角）品番・品名 本数T材質
 ① KP-40A-32G 20mm グリーン ポリエチレン 440 32 無結 192g 2.0mm
 ② KP-40A-32S 20mm シルバー ポリエチレン 440 32 無結 192g 2.0mm
 ③ KP-40M-12BK 20mm 黒 ポリエチレン 440 12 有結 88g 1.2mm
 ④ スーパーハイレンジャームケツ 15mm 黒 難燃ポリエチレン 440 12 無結 86g 1.2mm
 ⑤ KP-30A-32G 15mm グリーン ポリエチレン 440 32 無結 256g 2.0mm
 ⑥ KP-30A-32S 15mm シルバー ポリエチレン 440 32 無結 256g 2.0mm
 ⑦ KP-30A-20S 15mm シルバー ポリエチレン 440 20 無結 145g 1.6mm
 ⑧ KFP-30A-20GL 15mm グレー 難燃ポリエチレン 440 20 無結 143g 1.6mm
 ⑨ KFT-30R-5G 15mm グリーン 難燃ポリエステル 2000 5 ラッセル 210g 2.0mm
 ⑩ KFT-30R-5GL 15mm グレー 難燃ポリエステル 2000 5 ラッセル 210g 2.0mm
 ⑪ KP-20A-20S 10mm シルバー ポリエチレン 440 20 無結 240g 1.6mm
  KP-20A-20G 10mm グリーン ポリエチレン 440 20 無結 240g 1.6mm
  KP-20A-20B 10mm ブラウン ポリエチレン 440 20 無結 240g 1.6mm
 ⑫ サシバエネット 2×4mm 黒 ポリエチレン ー ー ラッセル 100g ー
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ご存知ですか？

防鳥ネットフォトサンプル（原寸大）


