
本器お買上げいただき、誠にありがとう ございます。 

本器は、数々の新技術・アイデアをもり込んだ獣害用電気さく 器です。 

放牧用にはもちろん野生の害獣類（猪など）の撃退にもすばらしい効果を発揮します。 

末永く ご愛顧下さいます様お願い申し上げます。 

●お願い 

ご使用前にこ の説明書をよく お読みのう え 

正しく お使いく ださい。 

なお後々のためにも、こ の説明書は大切に 

保存してく ださい。 



性
能
表 

 クイック３３００ クイック３３００ソーラー 

寸法  ( 本器)  たて355×よこ235×奥行192ｍｍ たて540×よこ350×奥行263㎜ 

重    量 約４．３ｋｇ 約９．３ｋｇ 

出 力  電 圧 約１０，０００Ｖ 

出 力  間 隔 約１．１秒または約０．７６秒( 切替機能付)   

電        源 
DC12V( 内蔵)  

DC12Ｖサイクル用バッテリー( 別売)  
DC12Ｖ( ゲッターパックＬ)  

最大電線延長 ３，３００m   

電気さく は安全な防獣システムです。電源は、電池又はバッテリーを使用し、

約１秒間隔で瞬間的に電気を流すパルス出力なので人が触れても静電気の

よう なショックを受けますが、出力の間隔があいているので手を離すこ とが

でき安全です。 



稼働日数の目安  クイック３３００  

通常 速い 通常 速い 

連続（２４時間） ４０日 ３１日 １４日 １０日 

夜 ８０日 ６２日 ２８日 ２０日 

昼 ８０日 ６２日 ２８日 ２０日 

クイック３３００ソーラー 

出力間隔の設定 



 

外部バッテリーの接続に使用する端子です。 

赤色が＋( プラス) 、黒色が-( マイナス) になります。 

衝撃電流が正常に出力されているか 

確認するランプです。 

まわりの明るさを感知するセンサーです。 

押しボタンを押すこと で電池( 蓄電池) の

残量を表示します。詳細は１９ページ参照 

■電池式の場合 

点灯･･･残量◎ 

点滅･･･残量△→交換用の電池を準備 

消灯･･･残量×→交換する( 電池)  

衝撃電流の発生する出力間隔を【約1.1秒】と  

【約0.76秒】で切り替えることができます。 

衝撃電流の出力パターンの切替スイッチです。 

スイッチは、４段切替の回転式のロータリースイッチ

になっています。 

●  切  衝撃電流は発生しません。 

●  連続  24時間作動します。 

●  夜  暗く なる夜の時のみ作動します。 

●  昼  明るく なる昼の時のみ作動します。 

マイナス棒からの線の接続用端子です。 

太陽光を受けて電気を発電します。 

本器からさく 線へ衝撃電流を出力するコードです。 



田畑の周囲に電気さく 線( 電気を流す裸線) を張りめぐらし、この電気さく 線に衝撃電流を流し

ます。出力コードより出た衝撃電流は 

電気さく 線を通り動物の体内を流れ、足から地面に流れ、本器のマイナス端子へ戻ってきます。 

このよう にして動物の体内に電気を流し、ショックを与えます。電気ショックですので馴れるこ

とはありません。 

 



電気さく 線や支柱・ガイシなどの必要数を確認して下さい。 

( ８～１１ページ参照)  

※アスファルトやコンクリートには設置出来ませんのでご注意下さい。 

電気さく は、設置する場所の地形に合わせた設置が必要になります。 
 

６ページの地形による張り方を参考にしてコースを決定して下さい。 

操作がしやすく しっかりマイナスが 

とれる場所を選びましょう 。 

出入口には専用のゲートが必要です。 

( １５ページを参照)  



 

●獣も人と同様に斜面では勢いがつきます。 

電気さく は出来るだけ斜面の近く を避け、平らな場所に設置して下さい。 

●Ｕ字溝などの溝も注意が必要です。 

溝から離して設置するか、溝の手前に設置して下さい。 

●小川の内側に電気さく を作る。 ●コンクリート舗装やアスファルトなどでは 

マイナスが取れにく いので離して設置します。 



 

電気さく を設置する部分の地面の障害物

を取り除き、草刈りをして下さい。 

約２０～２５ｃｍ地中に打込みます。 

電気さく 線が地面に対して平行になる様に

地形に合わせて打込んで下さい。 

支柱の間隔は、張り方によって異なります。 

８～１１ページを参照下さい。 



 





 





 

この他、目的や用途に合わせた支柱・ガイシ・電気さく 線を 

各種ご用意しています。詳しく は、お問い合わせ下さい。 



フック又はガイシを取付けさく 線を張ります。 

フック・ガイシの取付け位置は、対象動物によって変わります。 

詳しく は７～１０ページを参照して下さい。 

電気さく 線が対象動物の入ってく る向きになる様にフック・ガイシを取付けて下さい。 

フックのつまみを内側( 田畑) に向けて 

電気さく 線が外側になるよう に取付ける。 

ガイシを外側( 田畑の反対側) に付けて 

電気さく 線が外側になるよう に取付ける。 

フックの両端をつまむと 、輪が広がります。 

ポールに差し込んで放すと 固定されます。 



 

①支柱に取付金具を引掛ける。 

②取付金具に蝶ナットでしめ付ける。 

※取付ける時に溝がたて向きになる様にし 

 て下さい。 

さく 線がゆるんだ時は、蝶ナットをゆるめて

矢印の方向へＳガイシ本体を回転させると、

さく 線をピーンと張ることができます。 

①支柱に取付金具を引掛ける。 

②取付金具に蝶ナットでしめ付ける。 

溝にそってさく 線をガイシに取付け、ピーン

となるよう に張ります。 

①支柱に取付金具を引掛ける。 

②取付金具に蝶ナットでしめ付ける。 

溝にそってさく 線を上下それぞれのガイシに 

取付け、ピーンとなるよう に張ります。 



 

※人や車の通過時は、ハンドルをはずして通る。 

上下結線は３箇所以上行って下さい。 

少ないと衝撃電流が正常に流れない事があります。 

●広い圃場では１００ｍ毎に上下結線をしましょう 。 

●狭い圃場でも３箇所以上は上下結線が必要です。 



 

杭を打込み本器を取付ける 

①杭を地上１ｍ以上になる様に打ち込む。 

②本器取付け用のネジを取り付ける。 

③本器上部のマル穴を先に取り付けたネジにかけ、 

 本器下部のマル穴にネジを通して取り付ける。 

出力線の接続 

図のよう に、本器の前面パネルより出ている出力

コードの先端を、電気さく 線にしっかり接続します。 

接続する電気さく 線は、上段でも下段でもかまい

ません。 

マイナス棒の取付 

マイナスはとても大切です。 

マイナスをしないと、電気さく としての効果は 

全く ありません。 

湿った地面にマイナス棒を５本共１ｍ以上の間 

隔をあけて打ち込み、マイナス棒は、左図のよ 

う に５本共地中に埋めてしまい、マイナス棒間 

を接続している線も地中に埋めてしまいます。 

これでマイナス棒の設置は完了です。 

※マイナス棒の打ち込む向きを間違えない様 

 に気をつけて下さい。 

打
ち
込
む
方
向
↓ 



マイナス線の接続 

本器前面パネルのマイナス端子のネジを 

ゆるめて、マイナス棒のリング端子を取付 

けてしっかりしめて固定します。 

●マイナス棒が全て埋まっている 
 

●マイナス棒の間隔が約１ｍ 
 

●湿り気のある所に埋設してある 

●マイナス棒が埋まっていない 
 

●マイナス棒の間隔が狭い 
 

●マイナス線( 黄) が断線している 

マイナスをしないと、電気さく としての効果は全く ありません。 
 

電気は動物から地中を流れて本器にもどり動物にショックを与えます。 



 

スイッチを連続に 出力状況ランプの点滅確認 

良好( 緑) が点滅すれば正常です。 

検電器( テスター) で確認 

検電器の良好または全ての 

ランプが点滅すれば正常です。 

( 検電器は別売です。)  

出力状況ランプの点検( 赤) が点滅したり検電器( テスター) が正常に点滅しない場合は、 

２０ページを参照下さい。 

①バッテリーコードの接続は本体側の を先に接続し、最後にバッテリー側 を接続し 

 て下さい。 

②バッテリーは防雨のためにカバー等でおおいます。 

 効果を維持するためにも早めの充電を行って下さい。 

注：液漏れの原因となりますのでバッテリー使用時は、単一アルカリ電池を取り外して下さい。 
 

※本器がソーラー器であれば内蔵バッテリーを接続したままで、外部にバッテリーを接続して 

 も、使用できます。 
 

◎サイクル式等の用途に適した１２Ｖバッテリーをお勧めします。 



【電池式の場合】 
本器は、電池の残量が確認できます。前面パネルにある 

押しボタンを押した時、電池確認ランプが点灯したら十分 

に使用できます。 

電池残量ランプが点滅してる場合は、電池残量が少なく  

なっています。 

新しい電池を準備して下さい。 

電池残量ランプが点滅しない場合は、新しい電池に交換 

して下さい。 

電池交換の際は、下の「単一電池のとりかえ手順」を参考 

にして下さい。 

【ソーラー式の場合】 
本器はバッテリーの充電状態が確認できます。押しボタンを押した時、電池残量ランプが点灯すると 

バッテリーは十分充電されてます。また、電池残量ランプが点滅に変わりましたら、バッテリーの電圧 

が低く なっていますので、ただちに太陽光に当て充電を行って下さい。 

尚、点滅の状態で長時間、本器を放置しておきますと太陽光に当てても充電出来ない場合もあります 

ので注意して下さい。 

①Ａのフタをゆるめて取り外します。 

②内蔵の電池ケースを取り出し、図のよう に紙の 

 パッケージをずらして取り外します。 

③単一アルカリ電池全部( ８個) を取り出し、新しい 

 単一アルカリ電池８個を取り付けます。 

 ( 紙のパッケージにも説明しておりますが、単一 

 アルカリ電池の＋と－はお間違えのないよう に 

 取り付けて下さい。)  

④電池ケースに紙のパッケージを取り付けて下さい。 

⑤本器の中に電池ケースを収納して、Ａのフタを締め 

 ます。 

●電池の使用が終わりましたら、ケースより単一アル 

 カリ電池は取り外して保管下さい。取り外しをしな 

 いと液漏れの原因となります。 

本器は内蔵のバッテリーをソーラーで充電します。 

ソーラーは太陽光が当たっている時は電源スイッチの入切に関係なく 充電します。 

( バッテリーは過充電をきらいます。本器は過充電防止機能が内蔵しております。)  



①スイッチＡを連続にします。 

 この時本器は作動を始めます。 

②出力コードＢの先端を左図のＣのよう に本器のマイナス部  

 に近づけます。 

 ( この際間隔を２ｍｍ程度離して下さい。)  

③約１秒間隔で火花を発生します。 

 この時こ の本器は正常です。 

 ( 出力間隔スイッチが【約１．１秒】になっているとします。)  
 

●火花を発生しない時は電池切れか故障です。 
 

( ａ) 電池切れが予想される時は、新しい電池と入れ替えて 

  下さい。 

  ※１９ページ電池残量の確認方法を参照 

 

( ｂ) 電池を入れ替えても火花を発生しない時は、故障です。 

  この時は、当社へお送り下さい。修理見積りを行います。 

●マイナスの増設 

本器試験で異常がないこ とを確認後、草木などが触れて漏電していないか点検を

し、問題がなければマイナス不足ですので増設用９０ｃｍマイナス棒セットをご購入い

ただき取り付けて下さい。 

マイナスの増設の仕方 
増設用９０ｃｍマイナス棒を埋め込みマイナス端子に追加して接続します。 



電気さく は管理がとても大切です。 

●電気さく 線に、下記のよう な不良箇所がないか特にご注意下さい。 

通電の無い電気さく 線を、獣が突破すると 、電気さく を怖がらなく なります。 

電気さく 線を獣が安全である事を覚えると、 

次に電気を流しても効果が薄れてしまう 場合 

があります。 

作物が無い時期は、電気さく 線の撤去を行い 

ましょう 。 

撤去が難しい場合は、通電を継続させて管理 

して下さい。 

ラジオノイズ対策 

電気さく を長く 使用していると、ラジオ・テレビに雑音が出ることがあります。これは、電気さく  

線のどこかに下記の問題が生じている証拠です。原因を明らかにして早急に対処して下さい。 

●雑草や枝が伸びて、電気さく 線と接触している場合 

●端子及び連結箇所の接続が不完全な場合 

●電気さく 器本体が故障している場合( 原因では１％以下)  

●電気さく 線が脱線しているか、断線している場合 

●アンテナ線と電気さく 線が平行になっている場合( １ｍ以上離す)  



※ゲッターパックＬの電圧が自然放電等で下がり過ぎますと次回使用の際、ソーラーで充電出来ない

場合があります。 

●日が当る場所に収納する場合 

●日が当らない場所に収納する場合 

ゲッターパック１２Ｖは付けたまま保管されて下さい。 

本器には過充電防止がついておりますので過充電 

にはなりません。 

１．電源を【切】の状態にして約１週間、日に当てて充電させて下さい。 

 

２．ゲッターパックＬを本器から取り外して保管して下さい。 

 

３．長期間保管される場合は、２ヶ月に一度ゲッターパックＬを本器に 

 取り付けて再度１週間充電して下さい。 

症 状 原 因 対 策 

ショックが弱い 

動かない 

漏電している 

マイナス不良 

電池切れ 

充電不足 

設置場所 

スイッチの入れ忘れ 

故 障 

・夜間でも周囲が明るい場所では作動しません。確認してく ださい。 

・確認してく ださい。 

・ソーラー面の日当たり、バッテリーの電圧の確認をしてく ださい。 

・ゲッターアルカリ電池か内蔵の単一アルカリ電池を交換してく ださい。 

・本体の故障。当社又は販売店へ御連絡く ださい。 

・マイナス線が切れていないか点検してく ださい。 

・地面が乾燥した場所にマイナス棒を打ち込んでいないか確認して 

 く ださい。 

・マイナス棒がサビていないか確認をし、サビがひどい場合は交換 

 してく ださい。( 別売)  

・電気さく 線の点検を行ってく ださい。 

 詳細は２１ページの「電気さく 線の管理」を参照してく ださい。 



保証規定 
１．取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づく お客様の正常なご使用状態のもと  

 で保証期間内に万一故障した場合、無料にて修理させていただきます。 
 

２．修理の必要が生じた場合は、製品と 本書をお買い上げの販売店または、修理係まで 

 ご持参またはご送付く ださい。 
 

３．本体の付属品と 消耗品ならびに付属資材( 漏電遮断器付電源コード・マイナス棒・バッ 

 テリーコード・出力コード・ヒューズ・注意表示板・支柱・ガイシ・コード・ゲートなど) は保証 

 対象外と なりますので別途購入お願いします。 
 

４．修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またはご送付される場合の送料および諸掛り 

 はお客様のご負担と なります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のた 

 め受渡しの確認できる手段( 簡易書類や宅急便など) をご利用く ださい。 
 

５．保証期間内でも次の場合は有料修理になります。 

 イ．本保証書のご掲示がない場合。 
 

 ロ．お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。 
 

 ハ．火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電 

   圧などの外部要因に起因する故障および損傷。 
 

 二．お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等のために生じた故障、損傷の場合。 
 

 ホ．保証期間の超過、品名または型名、およびシリアルＮｏ．のない場合、または字句を 

    書き替えられた場合。 
 

６．本保証は日本国内において有効です。 


