
 (法人ユーザーへの提供のうち、一部を抜粋) 株式会社 北海道環境バイオセクター

導入時期 都道府県 企業ジャンル 導入製品

2008.01 北海道(道南) 水産卸売市場 シート(旧製品)

2008.03 北海道(道東) 畜産業 シート(旧製品)

2008.03 北海道(道東) 牧場 シート(旧製品)

2008.06 東京都 鳥獣駆除会社 シート(旧製品)

2009.03 長野県 農業協同組合 シート(旧製品)

2009.04 福岡県 電力工事会社 シート(旧製品)

2009.06 オーストラリア 鳥害対策製品販売会社 シート(旧製品)、ステッカー

2010.02 広島県 ブドウ生産組合 シート(旧製品)

2010.12 アメリカ(サンディエゴ) 農場 シート(旧製品)

2011.01 大阪府 建築関連会社 シート(旧製品)

2011.03 UAE(ドバイ) 貿易会社 シート(旧製品)

2012.01 島根県 市役所 （農林水産課） ステッカー、フラップ、塗料(バードコレンジャー)

2012.03 福岡県 農業協同組合 ステッカー

2012.04 京都府 食品会社工場 フラップ、マグネットシート

2012.04 愛知県 電力会社 シート(旧製品)、ステッカー

2012.05 北海道(道東) 農業協同組合 ステッカー、フラップ

2012.05 北海道(道東) 高等学校 ステッカー

2012.05 北海道(道東) 漁業協同組合 ステッカー、フラップ

2012.06 大阪府 私鉄駅 塗料(バードコレンジャー)

2012.06 北海道(道央) ゴルフ場 ステッカー

2012.07 愛知県 養鶏農協 フラップ

2012.07 北海道(道央) 医療施設 塗料(バードコレンジャー)

2012.07 北海道(道北) さくらんぼ園 ステッカー

2012.08 北海道(道東) 家畜防疫団体 フラップ

2012.09 和歌山県 農園 フラップ

2012.09 三重県 水産加工会社 フラップ

2012.10 北海道(道央) 農業用工具・資材の卸会社 ステッカー(OEM)

2012.11 北海道(道北) 漁業協同組合 マグネットシート、塗料(バードコレンジャー)

2013.02 千葉県 農業振興団体 ステッカー

2013.02 佐賀県 水産加工会社 塗料(バードコレンジャー)

2013.03 北海道(道北) JR駅 塗料(バードコレンジャー)

2013.04 北海道(道南) 建築会社 フラップ

2013.05 新潟県 区役所 （区民生活課） ステッカー

2013.06 島根県 空港 塗料(バードコレンジャー)

2013.07 北海道(道央) 公園 粉末 (個別対応)

2013.07 北海道(道央) スキー場 ステッカー

2013.08 大阪府 製品加工場 塗料(バードコレンジャー)

2013.09 北海道(道央) 牧場 塗料(バードコレンジャー)

2013.09 北海道(道央) マンション 塗料(バードコレンジャー)

2013.09 広島県 牧場 塗料(バードコレンジャー)

2013.10 神奈川県 キャンプ場 のり付シート、ステッカー、塗料(バードコレンジャー)

2013.11 北海道(道央) ゴミ集積場 ステッカー

2013.11 長崎県 ゴルフ場 ステッカー、ペイント

2013.12 神奈川県 動物園 液体 (個別対応)

2013.12 沖縄県 大学 ステッカー、ペイント

SARABAカラスくん 導入実績 2008年-2013年



 (法人ユーザーへの提供のうち、一部を抜粋) 株式会社 北海道環境バイオセクター

導入時期 都道府県 企業ジャンル 導入製品

2014.01 大阪府 運送会社 のり付シート

2014.02 東京都 マンション ステッカー

2014.03 広島県 清掃会社 マグネットシート、ペイント

2014.03 神奈川県 ビル駐車場 ペイント

2014.04 北海道(道東) 水産加工会社 マグネットシート

2014.04 石川県 運送会社 マグネットシート、テープ

2014.05 北海道(道北) 市役所 ステッカー、テープ

2014.06 愛知県 ゴルフ場 ステッカー

2014.06 埼玉県 高等学校 テープ

2014.06 オーストラリア 鳥害対策製品販売会社 ステッカー (OEM製品)

2014.07 北海道(道央) 果樹園 テープ

2014.08 福岡県 カー用品店 テープ、ペイント

2014.08 韓国 農業資材販売会社 テープ

2014.09 茨城県 食品加工場 ペイント

2014.09 東京都 マンション ペイント

2014.09 韓国 済州島 ゴルフ場 ペイント

2014.10 北海道(道央) 札幌市時計台 テープ、液体 (個別対応)

2014.10 滋賀県 医療用製品製造工場 テープ、ペイント

2015.01 東京都 通信事業者 テープ

2015.01 兵庫県 不動産会社 塗料

2015.01 愛媛県 運送業 テープ

2015.02 京都府 不動産会社 テープ

2015.02 千葉県 国際展示場 テープ

2015.03 神奈川県 鳥獣対策協議会 テープ

2015.03 宮崎 電気通信工事 ステッカー

2015.04 広島県 製薬会社 マグネットシート

2015.04 埼玉県 中学校 ステッカー

2015.04 北海道(道東) さけます養殖 ステッカー

2015.05 北海道(道北) 教育委員会 ペイント

2015.05 兵庫県 製薬会社 テープ

2015.05 北海道(道央) ワイン農園 テープ

2015.05 石川県 役場 (農林振興課) テープ

2015.06 北海道(道央) 高速道路 ペイント、テープ

2015.06 北海道(道央) 自動車ディーラー テープ、ステッカー

2015.07 北海道(道東) 漁業協同組合 ペイント、テープ

2015.09 長野県 ゴルフ場 ステッカー

2015.11 北海道(道東) 農業協同組合 テープ

2015.11 岡山県 鳥獣対策協議会 テープ

2015.11 兵庫県 建築会社 ペイント、のり付シート、テープ

2015.12 東京都 学校 テープ、ステッカー

SARABAカラスくん 導入実績 2014年-



株式会社 北海道環境バイオセクター

TV放送実績

放送時期 放送局 番組名 備考

2008.03 テレビ朝日 スーパーJチャンネル 当社製品の紹介

2008.03 フジテレビ めざましテレビ 当社製品の紹介

2008.04 北海道放送 Hanaテレビ 当社製品の紹介

2008.04 テレビ北海道 経済ナビ 当社製品の紹介

2010.06 オーストラリア国営放送 Channel 9 News 当社製品の紹介

2010.12 TBS 朝ズバッ! 当社製品の紹介

2012.05 NHK ホリホリX 当社製品の紹介

2012.07 北海道テレビ放送 イチオシ 当社製品の紹介

2013.01 テレビ東京 モーニングサテライト 代理店会社が出演 (当社忌避剤を使用した製品の紹介)

2013.01 テレビ東京 ワールドビジネスサテライト 代理店会社が出演 (当社忌避剤を使用した製品の紹介)

2013.02 フジテレビ スーパーニュース 当社製品の紹介

2013.04 読売テレビ すまたん！ 代理店会社が出演 (当社忌避剤を使用した製品)

2013.06 北海道文化放送 タカトシ牧場 当社製品の紹介

店舗販売実績 (現在販売中)

定山渓万世閣ホテルミリオーネ1F SHOP絹子

コープさっぽろ (北海道内の一部店舗)

ビバホーム (北海道内の全店舗)

新千歳空港 国内線3F 北海道キャラクタースポット 

SARABAカラスくん TV放送・店舗販売実績

店舗名

東急ハンズ (北海道・関東・中部の一部店舗)

ホーマック (北海道・東北・関東の一部店舗)

コープさっぽろ (北海道内の一部店舗)


