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そもそも、鳥害って？ 

 
・ワイヤーの設置、テンションの調節や網とワイヤーをつなぐ、などの 
 設置のための準備に手間がかかる。 
 
・設置したい場所の形状が複雑でネットを設置しづらい。 
 
・コンクリートなので設置のためのアンカーを打ち込めない。 
 
・ネット自体で景観が損なわれる。 
 
・防鳥ネットを設置すると日光が遮られる。 
 
・ネットを張ったけど、小さい鳥がすり抜ける。 

ハトやスズメなどの鳴き声や糞、ウイルス
による被害のことを指します。 

でも、こんなお悩みありませんか？ 

鳥害対策をしないと…？ 

・ハトの糞で金属やコンクリートが傷んでしまう 
・景観や美観を損ねる 
・鳥の持つ病原菌やウイルスよる健康被害 



ペタッとつけて 

カチッとはめるだけで 

簡単設置！ 

        【NETIS登録製品】 ※登録番号QS‐160033‐A 

大塚組の防鳥ネットは 

網の固定具（カチ之介）を接着剤でつけて、 
ネットをカチッとはめれば設置完了！ 
ワイヤーの設置やテンションの調整など 
めんどくさい準備や熟練した技術は不要！ 
接着するだけなので、コンクリートや丸柱な
どにも施工可能！ 

極細！かつ 極細網！ 
だから、日光を遮らず、 
小鳥を通さない！ 

Φ0．5mmの極細ネットなので目立
たず、景観・美観を損ないにくい！ 
網目は20㎟と細かく、スズメなどの
小鳥も通れない！ 



Q1 私は、関東で設計コンサルタントをしていますが、
発注者から鳥害対策の 
指示があり、NETISで御社を知りました。御社の対応
はどのようになりますか 
？ 
 A1 資材販売と技術指導で対応しています。販売
最小ロット（網 
：W=5.0m×L=100.0m・留め具500個）尚20㎡以下の施
工には、小規模工事用 
パックもございます。（網：W=2.5m×L=10.0m・留め具
70個・接着剤1本・説 
明DVD1１枚） 
Q2 資材・技術指導の費用はいかほどですか？ 
 A2 NETISに施工単価掲載があります。但し、物件
ごとに見積致します。 
Q3 防鳥網の設置は「誰でも簡単に施工できます」と
ありますが、本当でしょ 
うか？ 
 A3 橋梁編事例４を参照してください。この案件は、
発注者の承認を得て、 
自社で資材を購入され、技術指導もなく接着式引掛
け工法で、施工され 
、100％鳩をシャットアウト！県に納品されました。 
Q4 複雑な形状ですが、施工可能ですか？ 
 A４ 橋梁編事例1～4を参照してください。凹凸部・
円形部等いろいろな形状 
に対応できます。点検の為の、網の取り外しもできます。 
Q5 施工箇所の問題点を、メールや電話で対応でき
ますか？ 
 A5 現場の写真や、寸法等の情報をメールで送っ
て頂ければ、ご相談に乗り 
ます。 
Q6 使用の為の必要書類は、発行していただけます
か？ 
 A6 発行いたします。 
Q7 施工の際の仮設費はどのようになりますか？ 
 A7 現場ごとに条件が異なるので、仮設費は別途
計上してください。 

防鳥ネット 
よくあるご質問① 

Q1 私は、関東で設計コンサルタントをしていますが、 
発注者から鳥害対策の指示があり、NETISで御社を知りました。 
御社の対応はどのようになりますか？ 

Ans 資材販売と技術指導で対応しています。 
販売最小ロット（網：W=5.0m×L=100.0m・留め具500個）尚20㎡以下の
施工には、小規模工事用パックもございます。 
（網：W=2.5m×L=10.0m・留め具70個・接着剤1本・説明DVD1１枚） 

Q2 資材・技術指導の費用はいかほどですか？ 

Ans NETISに施工単価掲載があります。 
    但し、物件ごとに見積致します。 

Q3 防鳥網の設置は「誰でも簡単に施工できます」とありますが、 
   本当でしょうか？ 

Ans 橋梁編事例４を参照ください。 
    この案件は、発注者の承認を得て、自社で資材を購入され、 
    技術指導もなく接着式引掛け工法で、施工され、 
    100％鳩をシャットアウト！県に納品されました。 



Q1 私は、関東で設計コンサルタントをしていますが、
発注者から鳥害対策の 
指示があり、NETISで御社を知りました。御社の対応
はどのようになりますか 
？ 
 A1 資材販売と技術指導で対応しています。販売
最小ロット（網 
：W=5.0m×L=100.0m・留め具500個）尚20㎡以下の施
工には、小規模工事用 
パックもございます。（網：W=2.5m×L=10.0m・留め具
70個・接着剤1本・説 
明DVD1１枚） 
Q2 資材・技術指導の費用はいかほどですか？ 
 A2 NETISに施工単価掲載があります。但し、物件
ごとに見積致します。 
Q3 防鳥網の設置は「誰でも簡単に施工できます」と
ありますが、本当でしょ 
うか？ 
 A3 橋梁編事例４を参照してください。この案件は、
発注者の承認を得て、 
自社で資材を購入され、技術指導もなく接着式引掛
け工法で、施工され 
、100％鳩をシャットアウト！県に納品されました。 
Q4 複雑な形状ですが、施工可能ですか？ 
 A４ 橋梁編事例1～4を参照してください。凹凸部・
円形部等いろいろな形状 
に対応できます。点検の為の、網の取り外しもできます。 
Q5 施工箇所の問題点を、メールや電話で対応でき
ますか？ 
 A5 現場の写真や、寸法等の情報をメールで送っ
て頂ければ、ご相談に乗り 
ます。 
Q6 使用の為の必要書類は、発行していただけます
か？ 
 A6 発行いたします。 
Q7 施工の際の仮設費はどのようになりますか？ 
 A7 現場ごとに条件が異なるので、仮設費は別途
計上してください。 

防鳥ネット 
よくあるご質問② 

Q４ 複雑な形状ですが、施工可能ですか？ 

Ans 橋梁編事例1～4を参照してください。 
    凹凸部・円形部等いろいろな形状に対応できます。 
    点検の為の網の取り外しもできます。 

Q5 施工箇所の問題点を、メールや電話で対応できますか？ 

Ans 現場の写真や、寸法等の情報をメールで送って頂ければ、 
    ご相談に乗ります。 

Q6 使用の為の必要書類は、発行していただけますか？ 

Ans 発行いたします。 

Q7 施工の際の仮設費はどのようになりますか？ 

Ans 現場ごとに条件が異なりますので、 
    仮設費は別途計上してください。 



大塚組では、橋梁から住宅まで様々な場所で 
鳥害対策をお手伝いさせていただいております。 
 
「他社製品で鳥害対策をしていたけど、うまくいかな
かった。」 
「そもそも、他社製品だと設置ができなかった。」 
 
といった事例も紹介させていただいております。 
 
 

ご不明点などございましたら、 
いつでもお問い合わせください。 

大塚組の防鳥ネット 
施工事例  



過去に2社の防鳥ネットを設置しましたが 
効果がなかったそうです。 
弊社のネットを設置後 4年経過しても異常はありません。 

大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 橋梁編 ① 

事例① 天満橋 宮崎市 国道269号線 

他社の設置方法だとハトが 
絡まってしまいました。 

弊社の施工だと
すっきり！ 

接着剤で張り付けるだけなので、 
柱などの曲面にも施工が可能！ 



NETIS登録技術を活用した工事です。 
（発注者：国土交通省九州地方整備局） 
塩ビ管があっても施工が可能です。 
施工後2年経ちますが、異常はありません。 

大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 橋梁編 ② 

事例② 野島橋 宮崎市 国道220号線 

他社の設置方法だとハトが 
絡まってしまいました。NETIS 

弊社の施工だと
すっきり！ 

複雑な形状にも設置可能！ 



元々、他社のネットを設置していましたが、ボックス
桁のため可動部・固定部の隙間ができ、そこから鳩
が侵入し、巣を作っていました。 
また、設置箇所が狭小で、河口付近の為塩害があ
り、設置しやすく塩害に強い弊社製品をご採用いた
だきました。 

大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 橋梁編 ③ 

事例③ 大淀大橋 宮崎市 県道341号線 

他社の設置方法だとハトが 
絡まってしまいました。NETIS 

弊社の施工だと
すっきり！ 

複雑な形状にも設置可能！ 

ボックス桁内部 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 橋梁編 ④ 

事例④ 五輪大橋 長野市 国道230号線 

他社の設置方法だとハトが 
絡まってしまいました。NETIS 

弊社の施工だと
すっきり！ 

複雑な形状にも設置可能！ 

弊社が施工後１年経過しても異常がなく、 
追加工事もご依頼いただきました。 
熟練工でなくても、施工可能な点も 
お喜びいただいてます。 

複雑な形状でも設置可能。 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ① 

ネットが極細で確認しにくいですが、 
鳥の侵入を完全に防いだだけでなく、日光を遮らないのでネット
を張っていても十分に布団を干せるとお喜び頂いております。 
また、BSアンテナがついていても問題なくネットを設置できました。 
※青や緑のネットは弊社のネットではありません。 

事例① 施工年 2017年4月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ② 

事例①同様、ネットが極細で確認しづらいですが、 
しっかり防鳥できています。 
小さなお子さんの健康被害が気になり、元々は目玉ボールやCD
を設置して鳥害対策していたけども効果がなく、弊社のネットを
ご採用いただきました。 
極細で日光を遮らないので、ネットを張ったときの圧迫感がない
とご好評いただいています。 

事例② 施工年 2015年11月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ③ 

宮崎にある保育園でご採用いただきました。 
ツバメが侵入してきており、CDやキラキラ光るテープなどで 
対策していましたが効果がなく、弊社がお手伝いいたしました。 
ツバメの侵入を完全にシャットアウトできました。 
また、ネットを設置したことを保護者の方が気づかないくらい景観
を保てました。 

事例③ 施工年 2018年11月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ④ 

集合住宅でご採用いただいた事例です。 
後々のメンテナンス性を考え、全フロア一斉にネットを設置する
のではなく、フロアごとにネットを設置しています。 

事例④ 施工年 2016年12月 

拡大図 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑤ 

マンションの1戸のみに設置させていただいた事例です。 
毎日ハトが寄り付くようになり、朝から鳴き声がうるさく、 
洗濯物も干せないような状態になっていました。 
ネットを設置することでハトの侵入を防げ、洗濯物も気兼ねなく干
すことができるようになりました。 
設置してから4年以上経過しますが、状態も良好です。 

事例⑤ 施工年 2014年8月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑥ 

ハト、スズメの侵入を100%シャットアウト！ 
景観も損なわないので、大家さんに気に入っていただき、 
部屋が空き次第、順次設置していただいております。 

事例⑥ 施工年 2015年4月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑦ 

こちらも各フロアごとにネットを設置。 
設置から5年以上経過しており、網の張替えを検討いただいてお
ります。 

事例⑦ 施工年 2013年2月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑧ 

以前はアンカー式の防鳥ネットを設置していたのを 
弊社のネットに変更された事例です。 
住民の方曰く、日光を遮らないので暗くならず、電気代が安く
なったとの事です。 

事例⑧ 施工年 2014年5月 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑨ 

北向きの共用部に設置させていただいた事例になります。 
ハトやスズメの侵入を無くせたと喜んでいただいております。 

事例⑨ 



大塚組の防鳥ネット 
   施工事例 住宅編 ⑩ 

お寺に設置させていただいた事例です。 
以前はワイヤーやCDで鳥害対策をしていたそうなのですが 
効果がなかったそうです。 
弊社のネットと固定器具（カチ之介）であれば複雑な形の場所に
も設置可能です。 
 

事例⑩ 2017年10月 



会社概要 

他社の設置方法だとハトが 
絡まってしまいました。NETIS 

弊社の施工だと
すっきり！ 

複雑な形状にも設置可能！ 

営業日：月曜～金曜 9:00～17:00 
TEL: 0985-58-2422 
定休日：日曜日/祝日/年末年始 

株式会社 大塚組は、昭和5年（1930年）に創業し、顧客
と地域社会に信頼感・安心感・満足感を与えながら、 
 土木建築業を営んでいます。 
官公庁発注の土木工事、大手建設工事の下請け工事
を事業の主体として経営し、品質至上と顧客最優先を心
がけ受注から完成引き渡しまで一貫した体制で施工にあ
たり現在に至っております。 
 
 
 
商号株式会社 大塚組創業昭和5年 1月 1日 
代表者代表取締役 大塚 一太 
所在地宮崎県宮崎市大字熊野字正蓮寺604-1 


