
 
●	忌避効果 
農地での試験は、平成 21年から群馬県の前橋市、桐生市などで１年以上続けており、ハク
ビシン、イタチ、モグラ、ネズミ、猪、鹿、猿、熊、コウモリなど、各地で成果を上げて

います。 
また、岡山県吉備中央町で野生の猪を捕獲・飼育している方がおり、実際に野生の猪に対

して忌避効果があるかのテストも行っております。また奈良県で鹿に対してもテストして

おります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
○忌避テスト【実地試験】 
■「イノシシ」テスト 

場所： テスト実施期間 協力農家氏名 
群馬県桐生市 ６月～１０月 村上利朗 
対象害虫・害獣 
猪（キュウリ） 
施工方法 
結界杭容器に液１００ｇ注ぎ、５０ｇを 1週間に 1回の間隔で連続追加。 
容器は３ｍ～５ｍ置きに、電柵の外側の日影や獣道に設置 
結果・備考 
電柵内に侵入は無く（昨年は電柵をしても、被害発生した。）、効果は現在有り。 

その他の試験場所 
群馬県桐生市……キュウリ……石島氏 
群馬県桐生市……キュウリ……森下氏・林氏 
群馬県桐生市……トウモロコシ……森下氏・旭氏 
京都府京丹後市……タケノコ……梅本氏 
京都府京丹後市……イモ……梅本氏 

 



 
■「シカ」テスト 

場所 テスト実施期間 協力農家氏名 
群馬県桐生市 ８月中旬～テスト中 小沢	 本冶 
対象害虫・害獣 
鹿（白菜）：苗を植えた時点から設置 
施工方法 
竹筒容器に液を１００ｇ注ぎ、５０ｇを連続追加（１Ｗに１度） 
容器は畑の電柵周囲外側に５ｍ～８ｍ置きに設置 
結果・備考 
現在は侵入なし 

 
■「モグラ」テスト 

場所 テスト実施期間 協力農家氏名 
群馬県前橋市 １２月～３月 岩上昇治 
対象害虫・害獣 
モグラ 
施工方法 
モグラ侵入箇所・付近のトンネルに１ｍ置きに、ゲルを、１ヶ所／１回５ｇ程度を注入 
結果・備考 
１月中旬にワサビを１％・ゲル使用後はモグラの侵入は無くなった。 

その他の試験場所 
群馬県前橋市……イリゴ……関口明宏氏 

 

 
 
 



 
■「サル」「クマ」テスト 

場所 テスト実施期間 協力農家氏名 
群馬県桐生市 ６月～テスト中 森下甚一郎 
対象害虫・害獣 
猿（ブルーベリー・ビワ） 
施工方法 
竹筒容器に液を１００ｇ注ぎ、５０ｇを連続追加（１Ｗに１度） 
容器は畑の内側に５ｍ～８ｍ置きに、木に吊るして設置 
結果・備考 
設置前は侵入により被害が発生していたが、設置以降は日はいは無く、収穫完了した。 
当初、サル対策の目的だったが、 近では付近に熊が出没し、近隣の農家に被害がでてい

るが、ここでの被害はなし。 

その他の試験場所 
群馬県桐生市……小豆……生方氏 
群馬県桐生市……キュウリ……石島氏 
群馬県桐生市……インゲン豆・なす……安蔵新次郎氏 

 
 



 
■「ハクビシン」テスト 

場所 テスト実施期間 協力農家氏名 
群馬県渋川市 １０月～１２月 岩上昇治 
対象害虫・害獣 
ハクビシン 
施工方法 
液を含浸した炭をハウスの周囲に散布。 
結果・備考 
両隣に所有している未施工のハウスは被害が発生したが、真中の施工したハウスは被害な

し。 

 

■「その他」テスト 
コウモリ… 兵庫県で某建築会社が建築した新築ハウスが、売り先に引き渡し前に屋根裏

にコウモリが住み着き困っていたところ、薬剤を散布したら即座に飛び出

し、引渡しが完了した。 
また三重県の食品用加工紙を取り扱っている印刷工場が、屋根裏にコウモリ

が住み着き糞害で困っていたところに、散布し追い払った。 
アザミウマ(スリップス)… この薬液が効くとの事で、現在九州のイチゴ農家で試験中。

ただし、ワサビ成分が強すぎるため受粉用のマルハナバチが

受粉せずに逃げてしまうため、濃度・使用方法を模索中。 
■わさび・唐辛子成分を除外した薬剤(無臭タイプ)の実績 
ハマグリモバエ・コナジラミ・ヨトウムシ・アブラムシ・ダニ・カメムシなど。 
また農地での試験ではないが、ゴキブリ・メイガ・コクゾウムシ・シバンムシ・カ・ナメ

クジ・アリ・シロアリなど。 
また抗菌性では、大腸菌・Ｏ－１５７・青カビ・灰色カビなど。 
 
 



 
●使用方法【シリーズの併用】	

使用する物 

 
スプレータイプ 

 
液体タイプ 

 
紙製品 

 
専用結界杭 

 
棒＆紐 

①害獣の侵入防止したい場所の周囲に「専用結界杭」を２～４ｍ間隔で地面に差し込む(写
真①･図①)か、または横穴に紐などを通し、棒にくくりつけ、地面に差し込んで下さい(写
真②･図②)。 (※害獣防止用のネットなどにくくりつけるのもＯＫ) 

	 写真① 	 図① 

	 写真② 	 図② 
②セットした「専用結界杭」に「液体タイプ」を２００ｍｌ注ぐ。 
③その後セットした場所に沿って、「スプレータイプ」を５０ｃｍに１

回スプレーする。この時、散布する箇所に新聞紙やティッシュなど自

然分解する素材の物を、０．５～１ｍ間隔で置き、それに染み込ませ

るように１回ずつスプレーすると効果的 (写真③)。(※散布時間帯に
ついては、夕方４時～７時頃が効果的です。) 

 
④その後は、③の散布作業を３日間は毎日、その後は７日後に、そして約１０～１４日間

隔を目安に作業 (表①)。(※効果期間としては２週間ですが、害獣に対し初期段階で強烈

 
写真③ 



に嫌な臭いを認識・学習させるため、初回散布から次第に間隔を開けて散布する。また１

０日間隔で散布した方が下記の⑤の作業と併行して作業が行えるためお奨め。) 
⑤また、セットした「猪鹿出入禁止専用結界杭」は、約１０日間隔で薬液を５０～１００

ｍｌほど補充して下さい(表①)。 

表① 
⑥猿などには、直接木の枝などに約４㎥に１本を目安に「猪鹿出入禁止専用結界杭」を吊

り下げる(写真④)。また、地面に差し込めない場所、または山間部なども、枝などに２～
４ｍ間隔で吊り下げ、セットした周辺に「猪鹿出入禁止スプレータイプ」で散布作業をす

ると効果的です(猪などのタケノコ被害･熊対策などに有効)(写真⑤⑥)。イタチ･ネズミ･コ
ウモリなどの対策のため天井裏などに使用する場合も吊り下げ＆散布して下さい。 

 

写真④ 

 

写真⑤ 

 

写真⑥ 
 
※使用上の補足説明 
使用方法の各品の配置間隔の距離が、２～４ｍまたは０．５～１ｍ等と幅があるのは、間

隔が狭くなるほど効果が上がりやすく、例えば害獣の被害が多い箇所では間隔を短くし、

重点的に設置していただくと効果的です。また、周辺の散布作業も被害の多い時期や夏な

ど気温が高く蒸散の早い時期には、毎日散布、または２日間隔で散布するなど重点的に作

業していただくと効果的です。	



	

●使用方法【スプレー単品使用】	

使用する物 

 
スプレータイプ 

 
棒＆布 

 
紙製品 

①害獣の侵入防止したい場所の周囲に布をくくりつけた棒を１～３ｍ間隔で地面に差し込

んで下さい(写真⑦)(図①)。(※害獣防止用のネットなどにくくりつけるのもＯＫ) 

 写真⑦  図③ 
 
②セットしたそれぞれの布にスプレーを５回(約４ｍｌ)染み込ませるように散布して下さ
い(写真⑧)。 

 
③また布をセットした場所に沿って、「スプレータイプ」を５０ｃ

ｍに１回スプレーの目安で散布して下さい。または、散布する

箇所に新聞紙やティッシュなど自然分解する素材の物を、０．

５～１ｍ間隔で置き、それに染み込ませるように１回づつスプ

レーすると効果的です。(※散布時間帯については、夕方４時～
７時頃が効果的です。) 

④ただし、この使用方法の場合、散布量が少ないため②及び③の散布作業を当初の５日間

は毎日、その後は３日に１度、１週間に１度の目安で作業を行って下さい(表②)。 

 
写真⑧ 



	 表② 
●「モグラ出入禁止」使用方法	

①穴を掘られ侵入されている場合は、ハウ

ス・畑の周囲のモグラの通り道の痕跡を全

て探し、それぞれの穴の上部から「モグラ

出入禁止	 液体注入タイプ」を直接差し込

んで下さい。モグラの穴はつながっており、

巣穴まで刺激臭が届きモグラを追い出し

ます。また、モグラの穴を使いネズミなど

が侵入する場合もありますので、ネズミの

侵入防止にもつながります。 
②モグラの侵入を予防する場合は、「モグラ出入禁止	 液体注入タ

イプ」をハウス・畑などの周囲、２～４ｍ間隔で地面に差し込み

で下さい。差し込んでから３～７日で液剤は全て地中に染み込み

ますが、空になったボトルは抜かずに置いておくか、抜く場合は

抜いた後の穴を軽く埋めておいて下さい。効果期間としては１ヶ

月でお取替えです。 
●安全性 
・	ＬＣ－５０値：１０，０００ｍｇ／ℓ以上 
・	ＬＤ－５０値：１０，０００ｍｌ／ｋｇ以上 
・	エームス試験：陰性 
・	ヒ素・重金属溶出試験：溶出せず 
・	農薬検出試験：２７０項目非検出 
【ＬＣ５０値】急性毒性試験。一定時間内に検体の半数を死亡させる、気体中あるいは液

体中の毒物濃度。検体に段階的に毒物の濃度を変えた気体あるいは液体を一定時間吸入さ

せ、その半数が死亡した濃度をＬＣ－５０値とする。値が高いほど毒性は低い。 
【ＬＤ５０値】経口毒性試験。ＬＣと違い、検体に飲食させ、蓄積残留成分によりその半

数が死亡した濃度をＬＤ－５０値という。値が高いほど毒性は低い。 

 

 



【エームス試験】変異原性試験。主に医薬品等で行なわれる試験で、動物の細胞を構成し

ている染色体にて行う。染色体に異常が出なければ安全とされる。 
【農薬検出試験】原料に植物を使用していますので、その植物エキス自体に残留農薬がな

いかの試験。メタミドホス・モスビランなど世界中の農薬、２７０種類を検査。 
 
 
 
 
 
●商品規格 

液体タイプ 

猪鹿出入禁止ＰＲＯ【液体濃縮タイプ】４Ｌ 
比重 ｐＨ 内容量 

 

0.983 6.76（15.7℃） ４ℓ 3,932ｇ 
商品サイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 
H２７×Ｗ１９×Ｄ１２ｃｍ 4,193ｇ 

カートンサイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 
H３０×Ｗ４０×Ｄ３１．５ｃｍ 17.7ｋｇ 
入数 品番 ＪＡＮコード 

４缶入り SP-210 ４９３７５８２８０２１０３ 
猪鹿出入禁止ＰＲＯ【液体濃縮タイプ】２０Ｌ 

比重 ｐＨ 内容量 

 

0.983 6.76（15.7℃） ２０ℓ 19,660ｇ 
商品サイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 

H２９×Ｗ３０×Ｄ３０．５ｃｍ 20.7ｋｇ 
入数 品番 ＪＡＮコード 

１缶単位 SP-211 ４９３７５８２８０２１１０ 

ゲルタイプ 

猪鹿出入禁止ＰＲＯ【ビーズタイプ】１Ｌ 
比重 ｐＨ 内容量 

 

0.968 6.82（16.4℃） １ℓ 968ｇ 
商品サイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 
H１４×Ｗ１１×Ｄ１１ｃｍ 1,078ｇ 



カートンサイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 
H１５×Ｗ４６×Ｄ３４ｃｍ 13.4ｋｇ 

入数 品番 ＪＡＮコード 
12缶入り SP-220 ４９３７５８２８０２２０２ 

 
 
 
 
 

ゲルタイプ 

比重 ｐＨ 内容量 

 

0.968 6.82（16.4℃） ３ℓ 2,904ｇ 
商品サイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 

H２０.５×Ｗ１５.５×Ｄ１５.５ｃｍ 3,096ｇ 
カートンサイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 

H２３×Ｗ３３×Ｄ３２.５ｃｍ 12.8ｋｇ 
入数 品番 ＪＡＮコード 

４缶入り SP-221 ４９３７５８２８０２２１９ 

専用結界杭 

比重 ｐＨ 内容量 

 

規格外 規格外 結界杭１本につき 2.4ｇ 
商品サイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 

H３０×Ｗ６×Ｄ６ｃｍ 60ｇ 

カートンサイズ(高さ×横幅×奥行) 重量 
H３２.６×Ｗ４９.１×Ｄ３１.９ｃｍ ３.１ｋｇ 
入数 品番 ＪＡＮコード 

40本入 SP-291 ４９３７５８２８０２９１２ 



 

「猪鹿出入禁止専用結界杭」に薬液を注ぐと、中の約１００倍の吸

水能力がある「吸水ビーズ」が薬液を吸収し、薬液を一時的に閉じ

込めます。(吸水ビーズが膨張します) 
そして吸水シートを伝いながら徐々に蒸散し、周辺の猪･鹿などの

害獣が嫌がる臭い･有効成分が持続します。(吸水ビーズが徐々に縮
小していきます) 
吸水ビーズは、完全乾燥時は直径１mm に満たない大きさから、吸水

時は約５～８mm ぐらいまで大きくなりますが、完全に乾燥してから

薬液を補充するのではなく、少し萎んだ程度で少しずつ補充した方

が効果的です。(１度吸水したビーズが完全乾燥してしまうと、吸
水ビーズが劣化しやすくなるため） 
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