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Remote Control 
リモコン 

Optional 
 別売り

Rechargeable
(AC Adapter) 

充電式(ACアダプター) 

Dog Silencer / ドックサイレンサー

Pet item  Anti-Bark & Dog Training / 無駄吠え防止&ワンちゃんのしつけ

※ Ultrasonic waves & Alarm
※ Rechargeable Type 
※ Owner's voice recording to keep dogs calm.
※ Completely humane, painless, and lightweight.
※ Ergonomically designed to fit the contours of the dog's neck.

※  超音波機能 & アラーム

※ 充電式   
※ 録音された飼い主の声で犬に安心感を与えることができる。

※ 完全愛犬にやさしい、痛みがない、さらに薄い設計。

※ 犬の首輪設計、無理なく簡単につけられます。

A Better Idea to be Pet-Friendly Anytime and Anywhere / ペットにやさしい 新モデル

※  Ultrasonic & audible alarm to avoid dog barking.
※  9V battery x1 or AC adapter operated.
※  Moisture resistance.
※  70-feet extension cable for outdoor use.
※ VR adjustable Sensor function to detect.

※ 超音波機能と音波を使って犬をしつける。

※ 9V電池、ACアダプター両方使用できます。

※ 防滴設計。

※ 21ｍの延長コード付き、室外でも使用できます。

※ 犬の吠え声を感知できます。

Dog Collar: Recording / Ultrasonic / Alarm  
犬の吠え防止躾ベルト: 録音機能 / 超音波機能 / アラーム

2009 National Invention Creation Award- a gold medal / 創作発明賞受賞-優勝

Optional 
 別売り

Remote Control 
リモコン 

9V Battery / 9V乾電池

AC Adapter / 70 feet cable 
ACアダプター/

21ｍの延長コード付き

UP-13BUP-13AUP-13X

Recording

Ultrasonic

Alarm

Remote

Rechargeable

Digimax野生動物退治電気柵は一般家庭菜園向けに開発した簡易型の害獣被害防止

電柵です。大変経済的でお求めやすくなっております。強力な電気バリアーでイノシシ・

タヌキ・キツネ等の害獣から大事な家庭菜園などを守ります。昼夜（連続）

モードと夜間モードの切替えが可能で夜間モードは受光センサーにて出力ランプが

点滅します。防雨型ですので屋外で使用可能です。

＊品番：UP-158S ＊サイズ：270.5 x 120 x 140 mm

＊重量：2.5 kg (電池が含まない)  ＊出力電圧：5000~6000V
＊電源： DC 12V (アルカリ電池単１型 x 8) / ソーラーシステム (別売り)

Digimax Electric fences are designed to create an electrical circuit when touched by animals. 
The power generator converts batteries into a brief high voltage. One terminal of 
the power generator releases an electrical pulse along a connected wire about 
once per second. Another terminal is connected to a metal rod implanted in the earth, 
called “ground rod”. Animals touching the wire and the earth simultaneously will
complete an electrical circuit and will conduct the pulse, causing a painful electric
shock to keep them away from the farmland.

* Dimension: 270.5 x 120 x 140 mm
* Weight: 2.5 kg (batteries are not included)
* Output Power: 5000 ~ 6000V
* Power Supply: DC 12V (1.5V D size batteries x 8) / Solar Power System (Optional)
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   Multi-function / 多機能 : 
     - Dog Bark / 猛犬の吠え声

     - Alarm / アラーム

     - Visit Chime / チャイム音 

     - Voice Recording (optional) / 録音放送機能（別売り）

High Power Electric Fence / ハイパワー野生動物退治電気柵

Intelligent Watching Dog / 泥棒軍曹 

UP-1581

        To detect any 
movement behind
a wall or a window

UP-451

＊Security Purpose / 安全機能:
   When you are not at home, its built-in sensor can 360-degree detect and 
   scare away strangers by dog bark or alarm.
  家を留守する時に、内蔵の360oセンサーにより犬の吠え声やアラームで不審者を

  遠ざける。

＊Door Chime for Welcome Purpose / チャイム音機能:
    Its built-in sensor can welcome customers to store by "Ding-dong" sound.
  内蔵センサーより、来客をチャイムで知らせます。

＊Body Guard Purpose / ボディーガード機能:
    When you go camping, its built-in sensor can 360-degree detect and scare 
    away strangers and animals.
    キャンプなどの時に内蔵センサーで不審者や動物を撃退する。

   Product Features / 商品の特徴 : 
     - Wireless shut-down remote control (For Shut off only) 
    ワイヤレスリモコン付き(電源停止機能)

     - Power Supply: AA size battery x 6 or AC adapter
       単三乾電池6本、 AC アダプター充電


