
ポイント②

ANIMAL TRAP
MODEL1089 SAFETY

Wild Animal 
Management

WAM
“野生動物対策”

・掲載されている写真、文章、イラストの無断転載・利用はお断りします。
・記載された仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。
・商品の価格、送料については別途お問い合わせください。
・商品のカラーはカタログと多少異なる場合がございます。
・重量などの商品スペックに誤差が生じる場合がございます。

ポイント①

PHOTO＆MOVIE

静止画＆動画OK 撮影角度55度
55°

NO-GLOW機能

保証期間1年間

3枚3枚
インターバル撮影機能

トリガースピード1秒以内

１SECSEC１SEC

最大連続撮影3枚

3枚
夜間動画撮影60秒

6060SECSEC60SEC
MOVIEMOVIEMOVIE

モニター内蔵

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

通信規格3G メール配信機能

■ファームキャプチャー対応モデル！
■3G通信機能付きカメラ！
■静止画をメール送信することが可能※SIMカードが別途必要

[仕様]サイズ：幅11.6㎝×高さ14.7㎝×奥行き7.6㎝、本体重量：350ｇ、最大画素数：1200万画素、保存方法：SDカード（別売・最大32GBまで
対応）、電源：単3電池×4・8・12本（別売）、撮影可能角度：55度、センサー反応距離：約15ｍ、保証期間：1年間



アニマルトラップは対象動物にあわせて8つの
モデルをご用意しております。
また、トラップには「捕獲表示プレート」を付属
しておりますので、設置時にご活用ください。
（1020は付属していません）

：アナグマの捕獲を目的とされる場合はパワーフレームセットをご利用ください





従来のパネル（約Ｗ137×Ｈ205㎜）従来のパネル（約Ｗ137×Ｈ205㎜）

大型パネル（約Ｗ250×Ｈ330㎜）

従来よりも天板が広くなった

ことで、捕獲された動物の攻

撃から手を守り、けがをする

恐れが大幅に減りました。
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従来のパネル（約Ｗ137×Ｈ205㎜）



®

大型パネル
（約Ｗ374×Ｈ329㎜）

従来のパネル
（約Ｗ137×Ｈ209㎜）



※CO2 ボックスについてはお問い合わせください。
※本製品はアライグマ専用です。



400万
キャンドル
パワー

シガーソケット
専用コード
付属

【仕様】
サイズ：幅15cm×高さ26cm（フィルター外し時）、シガーソケット専用コード付属

２種類の
電源供給供給

シガーソケット or 12Vバッテリー

②ライトを照らしながら低速で移動
します。

使用方法

③発見した動物の雌雄・頭数などを
記録します。

①電源に接続し、背面のスイッチをＯＮにします。

（シガーソケット又は12Ｖバッテリー)

シカ捕獲用デコイ（模型）シカ捕獲用デコイ（模型）
シカ、イノシシ捕獲用　餌まき器 の捕獲アイテム　

ハンターフィーダー

・囲いワナに設置して、野
生シカの警戒心を緩め
ます。
・専用スタンド付
・サイズ：頭胴長125㎝×
肩高92㎝、重さ：3.26㎏

業界初　業界初

・囲いワナに設置してシカをおびきよせ
ます。エサは乾燥トウモロコシ片などを
使用します。
・タイマーセットで自動に餌まき可能
・容量：最大90kg
・センサーカメラWAMシリーズを最大3
台まで上部に取り付け可能

12Ｖバッテリー
※2

ライトセンサスとは
主に中・大型の動物を対象にした調査方法で、生息数等を調査する際に用います。調査方法と
しては、調査対象とされる区域内にルートを設定し、そのルートをセンサスライト（スポットラ
イト）で照射しながら歩いて調査します。車で行う場合は、低速走行で行います。ライトを照射
することで動物の目が反射する等して、より容易に発見することができます。発見した個体は
性別や群れの構成などを記録して、調査資料とします。

野生動物調査用スポットライト

シガーソケット
※1

または

ファームエイジでは、全国各地にて電気柵、アニマルトラップ（箱わな）などの野生動物対策関連資材を販売していく中で、
アライグマ防除対策での正しい知識や防除方法などの必要性の高まりを感じ、アライグマ防除を行う自治体や従事者向け
の出前セミナーを行っています。今回は簡単に実績の一部をご紹介いたします。

東彼杵地域有害鳥獣被害防止対策協議会
（長崎県 川棚町・東彼杵町・波佐見町）

アライグマ防除従事者講習会

苫前町有害鳥獣被害対策協議会
（北海道 苫前町）

　苫前町有害鳥獣被害対策協議会主催のアライグマ・電気柵セ
ミナーを北海道苫前町で開催いたしました。
こちらの地域はアライグマの被害がまだ少ない地域ですが、被害
が大きくなる前の対策として、講習会を開催いたしました。
　参加者はおよそ70名ほどで多くの農家の方がアライグマの生
態などを学習していかれました。

アライグマセミナー

ひがしそのぎ

とままえ

センサスライト400万キャンドルパワー

苫前町
とままえ

　東彼杵地域有害鳥獣被害防止対策協議会主催の防除従事者講習
会を長崎県東彼杵町で開催いたしました。長崎県は北部を中心に、
アライグマの農業被害が拡大しており、今回は捕獲の強化による被
害拡大防止を目的として講習会を開催いたしました。

　当日は主に農家の方25名に集まっていただき、アライグマの生態や捕獲に関する２時間ほどの講習会を受講いただきました。

東彼杵町
ひがしそのぎ

川棚町
かわたな

波佐見町
は　さ　み

上記セミナーは現在も引き続き開催しており、随時お申し込みを受付しております。知識と経験を持ったスタッフが全国各地
へ訪問いたしますので、まずはお問い合わせ下さい。
（※ご希望通りに開催できない場合もございます。あらかじめご了承ください。）

イト
に中・大型の動物を対象にした調査方法で、生息数等を調査する際に用います。調査方法と
ては、調査対象とされる区域内にルートを設定し、そのルートをセンサスライト（スポットラ
ト）で照射しながら歩いて調査します。車で行う場合は、低速走行で行います。ライトを照射
ることで動物の目が反射する等して、より容易に発見することができます。発見した個体は
別や群れの構成などを記録して、調査資料とします。

センンンンササササスススととはは

シカ捕獲用デコイ（模型）

(NEW!) レッドフィルター付属

※12Ｖバッテリー及びバッテリー接続のためのケーブルは別売りとなります。
※本製品は野生動物調査用のスポットライトです。他の目的でのご利用はご遠慮ください。



メール配信機能パノラマ撮影機能

最大連続撮影XX枚

XX枚XX枚XX枚

PHOTO＆MOVIE

静止画＆動画OK

撮影角度XX度
XX°

モーションフリーズ機能

NO-GLOW機能搭載

・静止画＆動画OK（HD動画）
静止画と動画の撮影が可能なタイプ。
日中はカラー、夜間は赤外線によるモ
ノクロで撮影されます。

・撮影可能角度
撮影される範囲（画角左右）を
示します。

・日本語表示機能
画面表示される文字がすべて
日本語表記になります。

・NO-GLOW機能
夜間撮影時のフラッシュを不可
視光線（人や動物の目に見えな
い波長）で行う機能です。

・モーションフリーズ機能
夜間撮影時のブレ補正を行い、
より鮮明な映像を記録する機能です。

・パノラマ撮影機能
レンズを3方向に動かし、3枚の写真
を撮影したものを1枚の写真にして
記録します。

・連続撮影機能
連続撮影できる静止画の最大枚数
を示します。

インターバル撮影機能

・インターバル撮影機能
一定間隔で静止画を撮影し、時間経
過による変化を記録するための機能
です。

・モニター内蔵
ディスプレイモニター内蔵で、
撮影したデータをその場で確
認するなどが出来ます。

・トリガースピード
赤外線センサーが感知してから
シャッターを切るまでの時間のこ
と

上写真：弊社デモンストレーションファーム（実験農場）にて試験撮影

センサーカメラ型番
WAMキャプチャーシリーズ その他

センサーカメラ型別機能一覧表

アイコン表示について

トリガースピード1秒以内

１SECSEC１SEC

・メール配信機能
撮影された静止画がメール配信され
ます（別途SIMカードが必要）

・ファームキャプチャー対応
野生動物管理クラウドシステム「
ファームキャプチャー」を使うこと
ができます。

モニター内蔵



ポイント①
PHOTO＆MOVIE

静止画＆動画OK 撮影角度42度
42°

NO-GLOW機能

保証期間1年間

7枚7枚
インターバル撮影機能

トリガースピード1秒以内

１SECSEC１SEC
ポイント②

最大連続撮影7枚

7枚
夜間動画撮影60秒

6060SECSEC60SEC
MOVIEMOVIEMOVIE

モニター内蔵

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

ポイント①
PHOTO＆MOVIE

静止画＆動画OK 撮影角度100度
100°

NO-GLOW機能

保証期間1年間

5枚
インターバル撮影機能

トリガースピード1秒以内

１SECSEC１SEC
ポイント②

最大連続撮影5枚

5枚
夜間動画撮影59秒

5959SECSEC59SEC
MOVIEMOVIEMOVIE

モニター内蔵

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

■これまでにない鮮明な高画像！！
（最大1200万画素撮影可能）
■待望の日本語表示機能！！
■コンパクトながら高性能！！
　・トリガースピード1秒以下！
　・2.0インチディスプレイモニター内蔵！
　・ノーグロウ機能搭載！

■広角レンズ搭載で撮影可能角度100度！
■日本語表記でかんたん操作!!
■LEDライト増量で夜間撮影がより鮮明に！
（15ｍ先まで撮影可能）

[仕様]サイズ：幅9.8㎝×高さ13.1㎝×奥行き7.7㎝、
本体重量：310ｇ、最大画素数：1200万画素、保存方

法：SDカード（別売・最大32GBまで対応）、電源：単3

電池×4もしくは8本（別売）、撮影可能角度：42度、セ

ンサー反応距離：約15ｍ、保証期間：1年間

[仕様]
サイズ：幅9.8㎝×高さ13.1㎝×奥行き7.7㎝、本体重量：310ｇ、

最大画素数：1200万画素、保存方法：SDカード（別売・最大

32GBまで対応）、電源：単3電池×4もしくは8本（別売）、撮影可

能角度：100度、センサー反応距離：約20ｍ、保証期間：1年間

ポイント① ポイント②

WAM パノラマ 150

[仕様] 
サイズ：幅13㎝×高さ18㎝×奥行き12㎝、
本体重量：706ｇ、最大画素数：800万画素、
保存方法：SDカード（別売・最大32GB[クラ
ス4]まで対応）電源：単2電池×6本（別売）、
撮影可能角度：50度（パノラマ撮影時150
度）、センサー反応距離：約12ｍ、保証期間：
1年間

PHOTO＆MOVIE

静止画＆動画OK 撮影角度150度
150°

モーションフリーズ機能 保証期間1年間

３枚
インターバル撮影機能パノラマ撮影機能

■ 大迫力の撮影機能！ パノラマ撮影機能搭載！
■ 驚愕の広さ！ 150度のワイドレンジ！
■ 夜間撮影時  LEDフラッシュ距離が30ｍまで対応！

３枚
最大連続撮影3枚

1SHOT 2SHOTS 3SHOTS

150°

パノラマ撮影について
・レンズを３方向に動かし、３枚の写真を撮影したものを１枚の写真にして記録します。

※動きの速い動物の場合、写真が同士が切れている場合があります。

※パノラマ撮影時

センサーカメラスタンド
センサーカメラWAM用
レイン ルーフ

SDカード WMAキャプチャー用
ソーラーパネル
（2017年発売予定）

WAMパノラマ150用電池
　単2電池×6本　 
WAMキャプチャー用電池
　単3電池×8本
　単3電池×12本

セキュリティロック（５㎜）
カメラ盗難防止用のケーブル

固定用ペグ付属
最大高1,320㎜
（脚部最大1,040㎜）

※取付イメージ

1,245,2451,040

WAMキャプチャー専用
セキュリティボックス
※南京鍵は付属していません

リティロック（
難防止用

AM用

01：撮影時 02：撮影時



　　　　　　　　　　　　　　　センサーカメラで撮影された静止画がクラウド上に送信されます。これにより遠隔地からでもデー

タの確認が可能。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも確認できます。さらに蓄積されたデータを素早くグラフやヒー

トマップなどに可視化。従来はデータ採取や集計に多くの時間や労力が費やされましたが、これにより時間やコストを大幅に削減する

ことができ、地域の獣害、農作物被害対策を迅速に講じるための資料が素早く作成できます。

カ

コンだけでなく、スマートタの確認が可能。パソコン

　 　センサーカ　 　 　 　 　 　 　

ンだだけでなくスマータの確認が可能 パソコン


