
UP-11H

PIR 
sensor 

Ultrasonic 

Alarm 
Speaker 

Strobe
 Light

rodent, mole, squirrel… rodent, mole, squirrel… rodent, mole, squirrel…

vibration pulse vibration pulse vibration pulse

LED Indicator N/A Super bright LED

N/AN/A N/A

plastic or aluminum  aluminum plastic 

D size battery solar rechargeable solar rechargeable

Item No. UP-151/152 UA-153/154 UP-1543Spec.

Object Creature

Repel by-

Sensor

Light

Pipe Material

Power Supply

Frequency (Hz) 400±100 400±100 400±100

rodent, mole, squirrel…

vibration pulse

N/A

N/A

plastic 

solar rechargeable

UP-155

400±100

dog, cat, bird, fox, deer…animal

Ultrasonic- wave & alarm

PIR motion sensor

LED strobe

N/A

D size battery x 4 or AC

UP-161

16K-27K

NEW

UP-119

NEW

Battery Type + LED Indicator 

LED付き乾電池式モグラ対策器
Solar Rechargeable + LED Garden Light

ソーラー式 + LEDガーデンライトモグラ対策

Animal & Bird Repeller

3 IN 1機能付き鳥撃退器

UP-151 Aluminum type

UP-152 Plastic type

sos!!

※  Newly LED battery power indicator set on the top
     of the device.
※ 4 x D-size batteries required to last for 4-6 months.

※ 本体上部に電池の電力指示LEDランプ付き。

※ 単一電池4本約4～6ヶ月使用できます。

※ No need of battery, use solar power.
※ 100% Moisture resistance.
※ Super bright LED garden light.

※ ソーラー充電、乾電池の必要はない。

※ 100%完全防滴。

※ 高輝度LEDガーデンライト。

※ Both ultrasonic and alarm to repel 
    approaching animals with built-in 
    PIR sensor.
※ LED Strobe to repel birds.

※ 内蔵PIR赤外線センサー、超音波と

   アラームで動物を撃退します。

※ フラッシュライトは鳥類を撃退できます。

Solar Rechargeable (Aluminium Pipe) 　

ソーラー式モグラ対策器(アルミ製)

156X430mm156X300mm
UA-154 

UP-11G

UP-116

UA-153

※  No need of battery, use solar power.
※ 100% Moisture resistance.

※ ソーラー充電、乾電池の必要はない。

※ 100%完全防滴。

Effective to Evict Mice and Rats without Chemicals, Traps or Noxious Materials. 
化学剤使用せずに、ネズミやモグラを撃退します。

Drive Burrowing Ground Rodents away from Backyard through Random 
Sonic Vibration and No Props Needed.   
本体を地中に差し込むだけ、不規則な振動音波でモグラを遠ざけます。

Solar Rechargeable

ソーラー式モグラ対策器

※ No need of battery, use solar power.
※ 100% Moisture resistance.
※ Rechargeable battery EASY to replace

※ ソーラー充電、乾電池の必要はない。

※ 100%完全防滴。

※ 簡単に電池交換。

※ Dual ultrasonic speakers emit.
※ Auto sweep with high performance.
※ Ionic air cleaning function
※ LED night light with various colors available.

※ ダブル超音波スピーカー。

※ オートセンサーライト機能。

※ マイナスイオンで空気を清潔にします。

※ 多色なLEDナイトランプが選べます。

LED Colorful Type 

LED 害虫と蚊の対策器
※ Stylish transparent housing design.
※ Dazzling LED night light with various
    colors available.

※ 斬新な透明ケースデザイン。

※ 色鮮やかなLEDナイトランプ。

UP-11J

Single Sonic

ワンスピーカータイプ 

UP-118

UP-11K

UP-1543

UP-155

UP-161

NEW

NEW

Multi-Function with Dual Emit 

ダブルスピーカー・ネズミ撃退器
4 IN 1 Pest Repeller

4 IN 1 害虫撃退器

※ 超音波と電磁波で害虫を撃退します。

※ マイナスイオンで空気を清潔にします。

※ ナイトランプ付き。

※ Ultrasonic wave & electronic magnetic wave.
※  Ionic air cleaning function.
※ Green night light function.

Indoor   Pest Repeller /  室内用撃退器 Outdoor  Pest Repeller /  室外用撃退器

Supersonic PestKicker 

超音波ネズミ防除器 
※ Super Hi-power Ultrasonic Wave.
※ Suitable for large living room, kitchen,
     warehouse, and premises.
※ Adjustable output frequency and testing
     button function available.

※ スーパーハイパワー超音波。

※ 大きいリビングルーム、キッチン、倉庫、

   大型売場に適用。

※ 音圧調整VRとテストボタン付。

Dual Sonic

ダブルスピーカータイプ

Adapter type

Plug-in


