
 この冬発売！
鳴き声ガイド 日本の野鳥

通販カタログ バードショップ 2016年 秋冬号

日本野鳥の会は、野鳥やその生息地を守る活動
に取り組む自然保護団体です。当会では、アウト
ドアに役立つグッズや本など、自然に関するさま
ざまな商品を販売し、その収益を活動に役立て
ています。みなさんのお買い物が、自然を守る力
になります。AutumnÊ &

Winter

2016

カタログ有効期限 2017年3月31日

オリジナルカレンダー
発売中！

商品によって違いがありますが、売上のおよそ10～15%を
当会の活動資金として活用させていただいております。
上記の比率は、売上から、商品の仕入れ費用、カタログ制作・発送、
通信販売運営にかかる人件費などを差し引いた割合です。

お買い物で、自然保護。

このマークがついている商品は
日本野鳥の会オリジナルのものです。

心やすらぐ
「和」の雑貨特集
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鳴き声
を

極める！

 この冬発売！鳴き声
を

極める！

377種（亜種含む）
さえずり、地域による
鳴き声のちがい、
地鳴き、雄、若鳥など

ポイント2

収録の順番は「フィールドガイド 日本の野鳥」に対応！

♪収録日の日付入りなので季節が分かる！
♪鳴き声を楽しむ情報のひとつ、収録地を記載！

フィールドガイドに掲
載順を合わせているの
で、フィールドガイドが
あれば解説を見ながら
楽しめます。

P.8の
フィールドガイドと
一緒にお楽しみ
ください。

P.36

P.5～

P.2～3

P.35

ニコン モナーク フィールドスコープ
８２ＥＤ-Ｓ+アイピース
（３０-６０倍ワイドズーム）セットコーワ ジェネシス22

ニコン モナークＨＧ

おもちゃぬのハンカチ

鳴き声ガイド 日本の野鳥

2016年11月発売予定！

800以上のバリエーション収録！

鳴き声を楽しむ情報のひとつ、収録地を記載！鳴き声を楽しむ情報のひとつ、収録地を記載！鳴き声を楽しむ情報のひとつ、収録地を記載！

フィールドガイドに掲
載順を合わせているの
で、フィールドガイドが
あれば解説を見ながら
楽しめます。

フィールドガイドと
一緒にお楽しみ

鳴き声ガイド 日本の野鳥

コーワ ジェネシス22

P.31

ポイント3

豊富な内容でも
お求めやすい
4,860円（税込）

■編集構成：松田道生　■編集協力：竹森　彰
■音源提供：飯村孝文、小林　豊、関伸一、
　竹森　彰、田中良介、花田行博、堀越保二、
　松田道生、松田蘭子、三田　泉、簗川堅治、
　由井龍太郎、渡辺ゆき
■ナレーション：畠山美和子
■収録時間(合計)：412分　■CD6枚組

鳴き声ガイド 日本の野鳥
￥4,860 500230商品番号

豊富な内容でも豊富な内容でも豊富な内容でも豊富な内容でも豊富な内容でも豊富な内容でも
ポイント1

画像はイメージです。

※こちらの商品のお届けは11月上旬以降を予定しています。他の商品を同時にご注文の場合は、一括して11月中旬以降にお届けか、分納（他の商品を先にお届け）かを
お申し付けください。分納の場合は梱包送料を2回分頂戴致します。

CD



32 メールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ ※価格は全て税込表示です。 Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/

毎年大人気の野鳥と自然のカレンダー 春夏秋冬 表情豊かな野鳥たちを 卓上に

見ているだけでしあわせ気分。野鳥たちのかわいい表情 に注目！

暦の部分を切り取
るとポストカードに
なります。使いおえ
たらお手紙を書い
てみてはいかがで
しょうか。

￥1,080　　 
■撮影：大橋弘一、福与義憲、江口欣照、石田光史
■解説：大橋弘一　■サイズ（約）：縦18×横14.8cm
（組立時）高さ17.5×幅14.8×奥行5cm
■枚数：13枚（表紙含む）
■紙製スタンド付（吊下げも可）

バーズ・イン・シーズンズ2017
卓上カレンダー「12か月を彩る野鳥」

使いおわったらポストカードに！
宛名面

写真は、全国よりご応募いただいた2,039点から厳選。リサイクル時に分別不要な「ペーパーリング」製本。過ぎた月も
保存できます。

さまざまな場面で活躍中の野鳥写真家4名による作品。今年はより身近な野鳥や人気のある野鳥を選びました。また、使用し
ているうちに紙が反るという点も改善しました。四季折々の風景のなかの、かわいらしい姿や力強い姿をお楽しみください。

ちょっとおもしろい表情や仕草の野鳥たちを集め、月めくりの
カレンダーにしました。かわいい野鳥たちの姿に思わず顔が
ほころびます。

1月：オオマシコ1月：メジロ

4月：キジ4月：カルガモ

7月：イソヒヨドリ7月：ハクセキレイ

10月：アオゲラ10月：キジバト

2月：オオワシ2月：タンチョウ

5月：オオルリ5月：キビタキ

8月：アオバト8月：ノビタキ

11月：オシドリ11月：ハマシギ

3月：ヤツガシラ3月：モズ

6月：ノゴマ6月：アジサシ

9月：ツルシギ9月：カワウ

12月：マヒワ12月：ユキホオジロ

プロの
野鳥写真家
による作品

野 鳥 と 迎 え る 新 し い 年 の は じ ま り

ワイルド
バード・
カレンダー

卓上
カレンダー

しあわせ
ことり

カレンダー

「鳴き声タッチペン」（P.10）
で、写真の野鳥の声が再生
できる音声コード付。サウン
ドリーダー・バードボイス
ペンでも再生できます。

ワイルドバード・カレンダー
2017
￥1,512 会員価格 ￥1,296
■サイズ(約)：B3判／51×36cm
■14枚（表紙・裏表紙含む）
■音源提供：上田秀雄　■野鳥解説：安西英明
■壁掛け　■ペーパーリング製本
※有料のプレゼント包装はお受けいたしかねます。
※ペーパーリングは、力をかけると変形する恐れが
　あります。お取り扱いにご注意ください。

606183商品番号

野鳥の声
が

聞ける！

606212商品番号

動画共有
サービス
「YouTube」で、
野鳥の声が再生でき
ます。※再生には、イン
ターネットに接続できる
パソコンまたはスマート
フォンが必要です。

野鳥の声
が

聞ける！

ご希望の方は、下記の商品名・
商品番号・本数をご記入ください。

ご注文の方に2本以上
「日本野鳥の会 オリジナルのし紙」
    を巻いてお届け！

ワイルドバード・カレンダー
2017
￥

日本野鳥の会 オリジナルのし紙」

プレゼント用はこちら！

￥1,080　　 
■撮影：中野耕志、中村利和、
　　　 宮本昌幸
■サイズ（約）：15×15cm、
　（使用時30×15cm）
■28ページ
　（各月見開き2ページ／
　表紙・裏表紙等含む）
■壁掛け

しあわせことり
カレンダー2017　

606083商品番号

3月：ツグミ

9月：カワセミ

1月：エナガ

7月：コルリ

5月：コゲラ

11月：ルリビタキ

4月：スズメ

10月：ミユビシギ

2月：モズ

8月：コマドリ

6月：キビタキ

12月：キクイタダキ

ダミー

※のし紙を巻いてお届けします。※こちらの商品をご注文の
場合は、のし紙をつけないカレンダーも全て筒状に巻いた状
態でお届けします。※宛名書きはお受けいたしかねます。※当
会通信販売でのご購入分に限ります。

ワイルドバード・カレンダー2017（のし付）
￥1,512  会員価格 ￥1,296 606184商品番号のし付

タンチョウのイラスト入り！

カレンダー特集

ダミー



バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ http://www.birdshop.jp ※価格は全て税込表示です。 フィールドマナー  や  … 野外活動、無理なく楽しく 54

大切な方への挨拶に。

年賀はがきを贈ろう！

年賀状にも使える！
木彫りのはんこ。

※お届けは11月中旬以降です。他の商品を同時
にご注文の場合は、一括して11月中旬以降に
お届けか、分納（ほかの商品を先にお届け）か
をお申し付けください。分納の場合は梱包送料
を２回分頂戴いたします。

※１絵柄10枚を１セットとし、５セット以上
　のご注文から承ります。
　組み合わせは以下からお選びください。

お年玉付き年賀はがき
￥4,550から（￥910［10枚1セット］ ×5から） 

A  村上康成／
　スズメとキジバト

C  小林絵里子／
　カラ類となかまたち

B  水谷高英／
　タンチョウ

日頃お世話になっているあの人にもしばらく会ってないあの人にも。新年のご挨拶や感謝の
気持ちを年賀はがきで贈りませんか？

年賀はがきを贈ろう！
日頃お世話になっているあの人にもしばらく会ってないあの人にも。新年のご挨拶や感謝の

A スズメとキジバト 610186商品番号

B タンチョウ 610187商品番号

C カラ類となかまたち 610188商品番号

年賀はがきを贈ろう！

木彫りはんこセット
￥1,500

■サイズ（約）：（箱）7×10cm
■素材：（はんこ）木　（箱）手すき紙
■ネパール製　■シャプラニール

ネパールの職人技が光る手彫り。年賀状のほ
か、手紙やちょっとしたメモのアクセントに。　
　はミティラ地方の伝統美術「ミティラアート」
のデザイン。
B

A 花と鳥 631162商品番号

B ミティラ 631163商品番号￥1,800
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日本に古くから伝わる家紋。その
形には自然現象や、動植物を用
いたものが多く、日本人のくらしと
自然が密接にあったことがうかが
えます。
鳥の家紋も様々な種類がありますが、
昔の人がデザインした鳥たちは実にユニーク。中に
は思わず笑ってしまうようなものも。家紋を通して、
昔からある自然に思いをめぐらせてみてはいかがで
しょう。

手拭きのほか、インテリアやラッピング、贈り物など、様々な用途で使えま
す。てぬぐいの両端は切りっぱなしになっていますが、その分乾きが早く、
汚れやホコリがたまりにくいのが利点。結んだり切って使う時にも扱いやす
く、アウトドアでも便利です。
このてぬぐいは、日本の職人が「注染」という技法で染めています。染織の
特性上、若干のにじみやムラが出ることもありますが、独特の柔らかな風合
に染め上ります。

鳥の家紋がズラリ。
思わず目を引くマスキング
テープ！メモを貼ったり、デコ
レーションに使ったり。
スタンダードで使いやすい
15mm幅の2個セット。

A５サイズなので、レシートや
ちょっとした書類の整理にもってこい。
裏面は透明無地に日本野鳥の会
ロゴマーク入り。

B

えんじ【15mm幅】

ハガキとえんぴつはセットに入っておりません。

紺【15mm幅】

家紋
マスキングテープ
2色セット
                                   

■内容：15mm幅×2
　（ともに10m巻）
■素材：紙　■カモ井加工紙

￥864

家紋
A5クリアファイル
2色セット
￥540 
■サイズ（約）：A5判　■素材：ポリプロピレン
■内容：黄色1枚、緑1枚　

653031商品番号

603527商品番号

家紋てぬぐい
各￥1,620
■サイズ（約）：33cm×90cm　■素材：綿　■日本製　■注染　■かまわぬ
※洗濯は手洗いをおすすめします。
※染め物のため、洗うたびに多少の色落ちが見られます。

A 雁金 406998商品番号 B ふくら雀 406999商品番号

2017年は
酉年！年賀はがきを贈ろう！

A

心やすらぐ「和」の雑貨特集

鳥の表情がカワイイ！？ 個性的な家紋の手ぬぐい

結び雁金

ふくら雀

鳥の家紋も様々な種類がありますが、
昔の人がデザインした鳥たちは実にユニーク。中に

鳥の家紋が大集合！あなたはいくつ分かりますか？

A

B



76 バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ http://www.birdshop.jp ※価格は全て税込表示です。 メールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

日本ならではの民芸品や縁起物が、カラフルなデザインでハンカチに。
お弁当や小物を包んでもキュート。どこの柄を出すかはあなた次第！
きじぐるまは九州の民芸品を、うそは太宰府天満宮の「うそ替え神事」
で交わす“木うそ”をモチーフにしています。

愛知県三河地方でつくられる「三河木綿」の刺し子織りは、生地の
凸凹により耐久性、耐火性、保温性、吸湿性に優れており、かつて
は“火事装束”に、現在では“柔道着”に使われています。柔道着の
メーカー“タネイ”では、三河木綿の技術を多くの人に伝える為、
また、武士道の精神を日頃から思い起こしてもらいたいという
思いで、新たにバッグの製作を始めました。道着づくりで培った
技術で縫製されたバッグは丈夫で普段使いにもアウトドアにも
もってこい。使い込むほどに独特の風合いが醸し出され、長く使用
できます。手洗いで洗濯が可能なのも嬉しいところ。

紙を折って、型紙どおりに切
り抜き、そっと開く。すると、
手の中から思いがけない美
しい「日本の形」が生まれま
す。「天の巻」では日、月、星、
雲、雪、雷などの天を象る形
が。「地の巻」では山、山道、
霞、州浜、波など地を象る形
が楽しめます。

ポリエステル素材にプリーツ加工をし、折り方を形状記憶させました。広げても、手のひらで“ポ
ンポン”と弾ませれば、元の姿に戻ります！メガネや液晶画面をふいたり、車に置いてミラー用に
使ったり。インテリアとしても◎

おもちゃぬのハンカチ２枚セット
各 ￥1,296

プッチペット
各 ￥1,728

■サイズ（約）：50×50cm　■素材：綿　■インド製　■コチャエ
※水ぬれや摩擦等で色落ち・色移りすることがあります。
※手洗いまたはドライクリーニングをおすすめいたします。
※手作業での生産過程上、プリントに多少の個体差がある場合がございます。

■サイズ（約）：20×20cm（展開時）
■素材：ポリエステル
■日本製
■100percent
※手洗いでのお手入れをお願いします。

A きじぐるま＆こまいぬ 650380商品番号

A 鶴（赤） 650383商品番号

C ペンギン 650385商品番号
B うそ＆ししまい
C だるま＆まねきねこ

650381商品番号

B 鶴（白） 650384商品番号

D アヒル 650386商品番号

650382商品番号

A

A

B

CB

きじぐるま

だるまうそ

こまいぬ

まねきねこししまい

【日本のおもちゃが楽しいハンカチに】

【江戸時代から伝わる切り紙「もんきりあそび」】 【三河木綿の柔道着を使ったバッグに】

【“ポンポン”すれば元通り！折紙みたいなメガネふき！】

A B C D

三河木綿　バッグ

■サイズ（約）：A ～ C 縦36×横（上部）47.5（下部）30×マチ18cm、持手高26cm
　　　　　　 D ～ E 縦39×横25.7×マチ12cm
■重さ（約）：A ～ C 370g　 D ～ E 520g　■素材：綿　
■仕様：A ～ C 内仕切りポケット×１
　　   D ～ E 外側にファスナーポケット×１、内仕切りポケット×１
■日本製　■タネイ

A ビッグトート　黒 305050商品番号

C ビッグトート　オリーブ 305052商品番号

B ビッグトート　赤 305051商品番号

D リュックサック　黒 305053商品番号

E リュックサック　白×黒 305054商品番号

各 ￥14,580

A B

D E

C

動画で
ご紹介

①型紙に合わせ
て紙を折る

②型紙にそって紙
を切り抜く

③そっと開けば
　できあがり！

▶ ▶
あそび方 紋切り型

各 ￥1,296

■サイズ（約）：15×15×厚さ2.8cm
■内容：型紙63種、ブックレット、
　和紙折紙100枚（15色）
■エクスプランテ

A 天の巻 605017商品番号

B 地の巻 605018商品番号

お菓子のデコレーションにも。

モデル身長‥約165cm

こんな
使い方も！

ポケット付きで収納力◎

各 ￥4,320



98 フィールドマナー  さ  … 採集は控えて自然はそのままに※価格は全て税込表示です。

鳴
き
声
を
極
め
る

鳴
き
声
を
極
め
る

国内フィールドガイドの決定版
1982年初版発行以来、多くのバードウォッチャー
からバイブルとも呼ばれるロングセラー。

■著：高野伸二（増補改訂新版著：安西英明、叶内拓哉、田仲謙介、
渡部良樹、図版：谷口高司）　■サイズ（約）：Ｂ6変型判、392ページ
■630種収録（図版付の種数）　■日本野鳥の会

フィールドガイド 日本の野鳥 増補改訂新版
￥3,888 000143商品番号

野鳥観察だけではなく野鳥たちの
美しいコーラスを聴くことは、

バードウォッチングの醍醐味のひとつ。
野鳥録音歴20年の松田道生さんに
野鳥の声の楽しみ方を聞いてみました。

●収録日の日付入りで季節が分かる！
● 収録地が記載されているので、探鳥の参考になる！
● 377種（亜種含む）800以上のバリエーションを収録！

◆野鳥録音をはじめたきっかけは？
蒲谷先生の野鳥大鑑※の製作に協力したことがきっかけです。1994年より先生
のところに通い始めたのですが、先生がとても楽しそうに野鳥録音の事を話すの
で、そこに惹かれたのと、好きなオオルリの声を家で聞きたかったこともあります
ね。最初は「オオルリの声が録れた」と喜んで家に帰って再生すると、渓流の音し
か聞こえなかったという失敗もありましたよ。
※1995年に発行された野鳥録音の大家、故・蒲谷鶴彦氏の録音コレクションの集大成。当時としては驚愕の
　333種もの鳴き声を収録していた。

◆録音仲間がいない人でも始められますか？
むしろ一人のほうがいいかも知れませんね(笑)。たとえば友人と一緒に録音に行
きますよね。入口で別れて録音中は別行動です。人は何かしら音を出してしまうも
のですからね。一人でも心配せずに始められる趣味とも言えます。

◆録音にオススメのシーズンはありますか？
やはり5月の上旬から6月末ごろまでが「勝負の時期」ですよね。その時期の中に
10日しか鳴かない鳥もいます。最近は鳥の密度が低くなり、そのために自分の縄
張りを誇示するさえずりも少なくなったと感じています。これからの時期はカモの
鳴き声がいいですよ。意外とカモの声は注目されていませんので、キンクロハジ
ロやハシビロガモがどう鳴くか？といわれてもすぐに思い出せないですから。

◆ズバリ、野鳥録音の醍醐味とは？
最近は録音機を鳥の出そうなところにセットし
て、後に回収する方法で録音をしていますが、
場所が当たった場合が一番うれしいですよね。
どうやったらうまく録音できるか試行錯誤して
いくことによって「図鑑にはない知識」が身につ
いてくるわけですから。

軽度の雨露をしのげるように樹脂製のケースを
自作。設置した場所は忘れやすいので目印にピ
ンクのリボンを。ケース内部には「野鳥の声録
音中」の紙を入れ、自身の連絡先も記載。紙裏
は録音場所や状況のメモにも使える。

1950年、東京生まれ。1972年、東邦大学理学部生物
科卒。日本鳥類保護連盟や日本野鳥の会を経て、現在、
出版、ラジオ放送、自然観察会の指導等、様々な場面で
活躍中。文化放送『朝の小鳥』の制作担当、NHKラジオ
『夏休み子供科学電話相談』のレギュラー回答者。

松
まつだ

田 道
みちお

生さん

松田氏の
野鳥録音の集大成
「鳴き声ガイド
日本の野鳥」が
ついに完成！
くわしくは

裏表紙（P.40）を
ご覧ください。

鳴き声ガイドと
一緒に

お楽しみください。

鳴き声を極める！

振動やタッチで野鳥たちが美しい声でさえずります。「鳥の工房 つばさ」
鈴木勉氏監修の美しい造形と彩色で、あなたのお部屋を癒しの空間に変
えてみませんか。

振動やタッチで野鳥がさえずる！お部屋を癒しの空間に

ヤマガラB

スズメA

バードウォッチングと言えば、「双眼鏡」と
「図鑑」、「フィールドノート」。これに加えて
「カメラ」という方が多いと思います。
しかし、最近では、野鳥の“鳴き声”を楽しむ
方が増えています。今回お勧めするのは、
「ICレコーダー」。何の野鳥かわからない時
は、鳴き声を録音しておいて、自宅で図鑑や
インターネットで検索。あるいは、先輩バー
ドウォッチャーに聞いてもらうこともできま
す。BGM用に高原の野鳥たちの美しい囀り
を録音したり、観察した野鳥の鳴き声を記
録して、部屋で楽しむこともできます。ICレ
コーダーがあることで、驚くほどバード
ウォッチングの幅が広がります。                 
当会理事であり、野鳥録音の第一人者であ
る松田道生氏と、たくさんの機種を調査し
た結果、使いやすく、手ごろな価格などから、
オリンパスのLS-14をお勧めいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　 録音した野鳥の声を、ちょうど良い長さに編集したり、フェードイン・フェードアウトをかけたり、
鳴き声を強調したりと、いろいろとやりたいことが出てきます。ここでは、編集ソフトを２つご紹介します。

オリンパス
LS-14用ウィンドジャマー WJ-4
￥4,800 

別売オプション

LS-14用ウィンドジャマー。低周波数の風切音を約20dB低減。
屋外での録音で威力を発揮します。

〈Audacity〉フリーソフト。音声の切り出しが可能です。　〈Adobe Audition3.0〉旧バージョンですが現在は無料でダウンロードできます。AdobeIDの取得が必要です。
普及室長 富岡

野鳥の声を録音して楽しもう！

編集には以下のソフトが必要です。

単3電池使用の
ためフィールドでの
電池交換が
できる！

長時間録音が
可能なため夕方セット、
翌日回収で早朝の
さえずりも簡単録音

■サイズ(約)：高さ13.87×5.25×2.35cm
■重さ（約）：170g（電池含む）■電池持続時間
（リニアPCM_44.1kHz/16bit）：約46時間
　■付属品：USB接続ケーブル、キャリング
ケース、スタンドクリップ、単3形アルカリ乾電
池×2、取扱説明書（保証書付）

オリンパス
リニアPCMレコーダー　LS-14
￥17,800 103516商品番号

103517商品番号

こちらのレコーダーをお求めの方全員に

プレゼント！

松田道生氏がLS-14で録音したCD
「日光の野鳥」を

■サイズ(約)：長さ12～13×高さ5.5～6cm　■重さ(約)：80g　■LR44電池×2本付
■原型製作：鈴木勉(鳥の工房 つばさ)　■音声協力：上田秀雄　■タカラトミーアーツ
※センサー式ではありません。
★iPhone／iPadと連動！「ヒーリングバード」がさえずると、アプリが連動してさえずります。
   くわしくは

ヒーリングバード
各 ￥2,462 
A Bスズメ 621145商品番号 ヤマガラ 621146商品番号

録音する

鳴き声を楽し
む

７種類から選択した野鳥の鳴き声で
爽やかなお目覚めをお届けします。

■サイズ(約)：８.２×１９.５×１１.２cm
■重さ(約)：３７５ｇ（電池込み）
※鳴き声は原音を調整したデジタル音声の為、本物
の野鳥とは異なります。予めご了承ください。

　

￥7,560 

カシオ 電波時計
サウンドコレクション目覚まし時計

609110商品番号

朝の目覚めはやっぱり
野鳥の鳴き声で

■編集構成：松田道生　■編集協力：竹森　彰
■音源提供：飯村孝文、小林　豊、関伸一、
　竹森　彰、田中良介、花田行博、堀越保二、
　松田道生、松田蘭子、三田　泉、簗川堅治、
　由井龍太郎、渡辺ゆき
■ナレーション：畠山美和子
■収録時間(合計)：412分　■CD6枚組

鳴き声ガイド 日本の野鳥
￥4,860 500230商品番号

 タカラトミー  ヒーリングバード    で検索！

画像はイメージです。

在庫限り

CD



バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ http://www.birdshop.jp ※価格は全て税込表示です。 ※価格は全て税込表示です。電話でのご注文は FAXでのご注文は受付時間
平日・午前10:00～午後5:00

24時間
受 付03-5436-2626 03-5436-263610 11
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新作が登場！かわいい野鳥イラストのマスキングテープ

スズメ・カワセミ・コゲラ・ハクセキレイ・モズ・シジュウカラ・ツバメ・ジョウビタキ・メジロ【15mm幅】

トラツグミ・ホトトギス・コマドリ・ムクドリ・キジバト・メジロ【15mm幅】

シジュウカラ・キビタキ・コジュケイ・モズ・ヒヨドリ・ウグイス【18mm幅】

ムクドリ・ツグミ・ヒヨドリ・カイツブリ・アカハラ【18mm幅】

キジバト・キンクロハジロ・カケス・カワラバト・コガモ【24mm幅】

おさんぽ鳥マスキングテープ3色セット
                                   

鳴き声マスキングテープ2色セット
                                   

■内容：15mm幅、18mm幅、24mm幅×各1個（共に10m巻）
■素材：紙　■カモ井加工紙

■内容：15mm幅、18mm幅×各1個（共に10m巻）
■素材：紙　■カモ井加工紙

 603522商品番号  603505商品番号￥1,663 ￥961

新作が登場！かわいい野鳥イラストのマスキングテープ

身近な場所でよくみられる約150種の野
鳥を1冊で網羅。文字もイラストも大きめサ
イズで、文章もコンパクト。どなたにも読み
やすく、見やすい図鑑です。

見る読むわかる野鳥図鑑 
￥864 
■解説：安西英明　絵：箕輪義隆
■A5変形判、65ページ、フルカラー
■154種収録

原色 実用　野鳥おもしろ図鑑 
￥2,052 
■著：富士鷹なすび　■624種収録
■Ａ5判横、164ページ、フルカラー

漫画家・富士鷹なすびさんが、約600種の
野鳥たちをユーモアたっぷりに描き上げた
「非実用」図鑑。その特徴の捉え方はどれ
も絶妙でどのイラストも見ているだけで
笑ってしまいます。

ぼくとりなんだ 
￥1,512 
■作・絵：和歌山静子　■B5判、32ページ

「ヒナをみつけたらどうする？」を考える絵
本。読んであげるなら4～5才から。

守りたい場所、根差したい場所、好きな場所があるみなさんへ

字も絵も大きくて見やすい！ 野鳥のヒナにであったら、
あなたはどうする！？

ふつうの野鳥図鑑では
ありません

元平塚市博物館長・日本野鳥の会神奈川支部長の浜口哲一さんが提
唱した「トコロジスト」。自分の好きな場所のことなら何にでも興味を
持つ「場所の専門家」のことです。この本では、トコロジストになるた
めのノウハウや、著者自らの体験談をご紹介しています。

■著：箱田敦只（日本野鳥の会普及室）
■四六判（約19×13cm）、256ページ

トコロジスト
自然観察からはじまる「場所の専門家」
￥1,296 000303商品番号

000290商品番号

000300商品番号
000280商品番号

大好評の「鳴き声マスキングテープ」に続いて、小冊子「おさん
ぽ鳥図鑑」のマスキングテープ。スズメサイズ、ムクドリサイズ、
ハトサイズの野鳥を幅の異なる3種のマスキングテープにし
ました。楽しく使いながら野鳥を覚えることもできます。コレク
ションにするもよし。プレゼントにもおすすめです！

「鳴き声タッチペン」と「日本の鳥声250選シール集」、「付属品」のセット。シール集には250種の野鳥の地鳴き・さえずりなど340の鳴き声を収録。

鳴き声タッチペンセット
￥11,880
■セット内容：鳴き声タッチペン１本、日本の鳥声250選シール集（250種類：1種類につき、直径１cm
程度のシール１枚、５mm程度のシール２枚。さえずり、地鳴き、あわせて340の鳴き声を収録。）、単
４アルカリ電池２本、ネックストラップ１本、ステレオイヤホン１本、USBケーブル１本、ソフトペンケー
ス、取り扱い説明書・保証書
■音源：上田秀雄　■重さ（約）：ペン41g　■O&S株式会社
※文一総合出版の「声が聞こえる！ペン」、日本鳥類保護連盟の「UDペン」との互換性はありません。

下記の「野鳥観察ハンディ
図鑑」には、鳴き声タッチペ
ンの音声コードが印刷され
ています。あわせてお使い
になると、とっても便利 ！
（図鑑は別売です）

♪

鳥声シールで
お手持ちの
図鑑が

鳴き声図鑑に！
ペンと付属品

　CD
　声でわかる水辺の鳥・
　北や南の鳥 
￥2,160 
野鳥観察ハンディ図鑑
「新・水辺の鳥 改訂版」対応

　CD
　声でわかる山野の鳥 
￥2,052 
野鳥観察ハンディ図鑑
「新・山野の鳥 改訂版」対応

B

■収録：A 84種、約71分、B 87種以上、約75分　■解説：安西英明、録音・編集：上田秀雄、ナレーション：松田輝雄

A

ハンディ図鑑「新・山野の鳥 改訂版」「新・水辺の鳥 改訂版」に対応し、具体的な聞き分け方をナレーションで解説しています。さらに「水辺の鳥・北や
南の鳥」では北海道や沖縄など限られた地域の鳥や一部の種の若鳥、外来種などの鳴き声も収録しています。

野鳥の声を聞き分ける＆覚えるためのハウツーＣＤ

ペンでタッチするだけで、野鳥の鳴き声が聞こえる！

特徴的な色や模様をイラストでわかりやすく示し、似ている鳥を同じページで比べられます。

　　　　

野鳥観察ハンディ図鑑
各 ￥648 　

　
A 新・山野の鳥　改訂版 
B 新・水辺の鳥　改訂版 

■解説：安西英明　■イラスト：谷口高司
■「新・山野の鳥」約160種／「新・水辺の
鳥」約150種収録　■新書判、各64ペー
ジ　■「鳴き声タッチペン」対応コード付
※文一総合出版の「声が聞こえる！ペン」、
日本鳥類保護連盟の「UDペン」との互換
性はありません。

一括ブックカバー 
￥432 

B
A

最新の鳥類目録に対応！

ハンディサイズなので持ち歩きにも便利

持ち歩きに最適！ はじめの一冊はこれ！

使い方が
でわかる！ 

YouTubeで
「鳴き声タッチペン」で検索

日本の鳥声250選シール集

下段のハンディ図鑑に対応しています

103801商品番号

500210商品番号 500220商品番号

651010商品番号

000241商品番号

000251商品番号

聞きわける

聞きわける



後ろを回すと
えんぴつ
立てに

12 フィールドマナー  し  … 静かに、そーっとメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 13※価格は全て税込表示です。
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かぶるとツバメになれる？キュートなツバメの
子供用バンダナ。

54種の野鳥が各々のカードに描かれています。イラストとあわ
せ、「和名」「学名」「英名」「全長」が記されています。

老舗ノートメーカー「ツバメノート株式会社」。クラシカルなデ
ザインと品質の良さで幅広い年齢層にファンを持ちます。そ
んなツバメノートとのコラボで、ツバメの観察記録用ノートが
できました。ツバメ以外にも、植物観察
の記録やフォトアルバムなどにも。

ツバメノートのつばめノート 野鳥のイラスト下敷き美しいイラストの野鳥トランプキミもツバメに大変身！

ツバメバンダナ　子ツバメ 
￥1,512 
■サイズ（約）：子ツバメ 50×50cm　■素材：綿

603705商品番号

※nono BIRDシリーズはたくさんの種類があります。
掲載以外の種類は、バードショップオンライン「Wild Bird」をご覧ください。

ひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち大人気のメモ虫に新顔が登場！

ツバメノート×
日本野鳥の会
コラボ商品

観察日時や
気づいたことを
かきこめます。

つばめかんさつノート 
￥389 
■A5判、30枚　■ツバメノート

603701商品番号

下敷き「街中や野山の鳥」「池や川の鳥」「北海道の野鳥」
各 ￥324 

■イラスト：水谷高英　■サイズ：B5判　■素材：ユポ＋硬質ペットラミネート　■日本製

A 街中や野山の鳥　
C 北海道の野鳥　
  　 　

B 池や川の鳥　
　
   　 　

605283商品番号 605284商品番号

605271商品番号

　　 の裏面は、景色の中から野鳥を探して楽しめるイラスト入り 。

　は北海道で見られる代表的な野鳥をイラストで掲載。もう片面は北海道
のラムサール条約湿地と日本野鳥の会のサンクチュアリを紹介しています。

A B

C

C

A B

身近なアイテムにお気に入りの生きものを貼って…

大好きな野鳥の文具で勉強も仕事もやる気UP↑

野鳥シール
各 ￥648 
山野・水辺セット 
カラフルバード・ B

A

絶滅危惧の鳥たちセット
■シール台紙サイズ：19.5×7cm
■素材：エポキシ樹脂、PET

605272商品番号

605276商品番号

拡大イメージ

イスカ

シマフクロウ

山野

水辺

A

カラフルバード 絶滅危惧の鳥たち

B

オオタカ

拡大イメージ

カワセミ

オリジナル　野鳥トランプ 
￥1,404 
■紙　■プラスチックケース入り　■イラスト：水谷高英

604991商品番号

日本にやってくるツバメ5種を
図鑑風にデザインしたクリア
ファイル。裏面は無地に日本
野鳥の会ロゴマーク入り。

当会が保護活動を行っているシマフクロウを
デザインしたオリジナルクリアファイル。裏面
は無地に日本野鳥の会ロゴマーク入り。

クリアファイル
「ツバメ図鑑」
￥324 クリアファイル「シマフクロウ」

￥324■素材：PP
■サイズ：A4判
■イラスト：箕輪義隆

■イラスト＆デザイン：松井桂三　■サイズ：A4判
■素材：再生ポリプロピレン70％　■日本製

603521商品番号

605288商品番号

観察日時などの記入欄付の無地ページと
5mm方眼が見開きに。

表紙内側には
使い方の説明。

バッグや靴などの皮革製品をつくる過程で出てしまうハギレ。一般的
には捨ててしまうものですが、イタリアやドイツなどでリサイクルレ
ザーとして加工し、文具にしたのがこの「メモ虫シリーズ」です。メモ
やえんぴつをはさんで机の上をすっきり整頓できます。

（共通）■大きさ（約）：4.2×4.0×5.2cm　■素材：リサイクルレザー製　■わかくさ

メモ虫　招き猫　
                                   各￥1,296 603694商品番号A オフホワイト 603695商品番号B ブラック

メモ虫　かえる　
                                   各￥907 603692商品番号A グリーン 603693商品番号B オレンジ

メモ虫　ふくろう　
                                   各￥1,058 603690商品番号A コッパー 603691商品番号B ブラック

オフホワイトA

グリーンA

コッパーA

ブラックB

ブラックB

オレンジB

■素材：樹脂、手彩色　■サイズ（約）：2.5～4cm　■やぎさん工房

nonoBIRDブローチ 
各 ￥1,620 
A ウソ　
C ライチョウ　
  　 　

B モズ　
D マヒワ

608020商品番号 608070商品番号

607800商品番号607750商品番号

A
B

C D

■素材：木製、手彩色　■サイズ（約）：3.5～4cm　■やぎさん工房

nonoBIRD ペーパースタンド 
各 ￥1,728 
E ジョウビタキ　
G ヒドリガモ　
  　 　

F オオワシ　
H マガン

612336商品番号 610614商品番号

610670商品番号610700商品番号

E

F
G

H

在庫限り
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「フェアトレードだから買う」の一歩先へ。
アジアや中南米の弱い立場の生産者から公正な価格で買い取るフェアトレード。
日本でフェアトレードについて正しく知っている人は、3人に1人。フェアトレード商品を
購入したことのある人は、8人に1人。知っていても、まだまだ買う機会が少なかったり、
買いたいものに出会えてなかったりするようです。もちろん環境や作る人に配慮した
フェアトレード商品だから購入するのはとても素晴らしいこと。さらにもう一歩、「ほし
いと思ったものが、実はフェアトレード商品だった！」ということだとより素晴らしいのでは
ないかと考えます。心からほしいと思ったものは、きっと永く使い続けることでしょう。
愛用することこそ、現地の生産者にとってもうれしいこと。買う人と作る人のしあわせな
関係。心からほしいと思えるアイテム、ぜひ見つけてください。

フクロウのイラストがかわいい、収納力たっぷりのトートバッグ。
インドのコルカタで、できる限り自然エネルギーを使って製造してい
ます。

コットントートバッグ　フクロウ
各 ￥2,376 

■サイズ（約）：縦40×横38×マチ15.6cm　■素材：綿
■イラスト：のり Noriko Sato　■インド製　■プレス・オールターナティブ

631164商品番号

数量限定

ティッシュケース用のポケット付で持ち歩きに便利なポーチ。
機械を使わず手作業でプリントしています。

ジュートコットン　ティッシュケース付ポーチ
各 ￥1,296 

■サイズ（約）：縦10×横13cm　■素材：ジュートコットン、コットン、ファスナー
■バングラデシュ製　■フェアトレードカンパニー

数量限定

631179商品番号A レッド
631181商品番号C グリーン

631180商品番号B イエロー

手編みリサイクルウールグッズ
￥2,700 

■サイズ（約）：
　 A 頭囲56〜58cm　 B 縦22cm
　 C フリーサイズ（23cm〜25cm）
■素材：ウール　■ネパール製　■フェアトレードカンパニー
※写真のカラーは一例です。ウールのお色はお選びいただけませんので、
　あらかじめご了承ください。

数量限定

631182商品番号A アソートカラー　帽子
ミラー刺繍がキュートな柄で登場。ミラー刺繍とは、小さな鏡を丁寧に生地に縫いこんでいくインド西北部の伝統技術。砂漠の中で自分の存在
を知らしめるために、太陽光の反射できらきらと光る鏡を身につけるようになったのが由来とされています。

■サイズ（約）：縦8×横18cm、　　■素材：綿、鏡　■インド製
■プレス・オールターナティブ　

■サイズ（約）：（ポーチ）縦8×横14×マチ6cm　■素材：綿、鏡
■内側にファスナー付ポケット×１　■インド製　■プレス・オールターナティブ　

ミラー刺繍　ペンケース
各 ￥1,944 

数量限定

631165商品番号A ハリネズミ 631166商品番号B ピーナッツ

ミラー刺繍　マチ付きポーチ
各 ￥2,916 

数量限定

631169商品番号A ハリネズミ 631170商品番号B ピーナッツ

※写真のカラーは一例です。余剰毛糸を使用しているため、1点1点、
　色が異なります。

カラフルなウールの毛糸でつくられた手編みのグッズ。
冷たくなりがちな手や足先もあたたかに包み込みます。

■サイズ（約）：
　 A 〜 B  23×25cm
　 C 39×11cm
　 D 26×17cm
   （伸ばした状態）
　 E 〜 F  23×8cm
■素材：アルパカ
■ペルー製
■プレス・
　オールターナティブ

アルパカグッズ
 

数量限定

指なし手袋
E アラン編み

各￥6,912
631178商品番号

D ニットキャップ各￥8,208 631173商品番号

631177商品番号

ネックウォーマー
A 透かし編み

各￥9,504
631174商品番号

631175商品番号B ノルディック柄

F ノルディック柄

「フェアトレードだから買う」の一歩先へ。
アジアや中南米の弱い立場の生産者から公正な価格で買い取るフェアトレード。
日本でフェアトレードについて正しく知っている人は、3人に1人。フェアトレード商品を
購入したことのある人は、8人に1人。知っていても、まだまだ買う機会が少なかったり、
買いたいものに出会えてなかったりするようです。もちろん環境や作る人に配慮した
フェアトレード商品だから購入するのはとても素晴らしいこと。さらにもう一歩、「ほし
いと思ったものが、実はフェアトレード商品だった！」ということだとより素晴らしいのでは
ないかと考えます。心からほしいと思ったものは、きっと永く使い続けることでしょう。
愛用することこそ、現地の生産者にとってもうれしいこと。買う人と作る人のしあわせな
関係。心からほしいと思えるアイテム、ぜひ見つけてください。

Fai r Trade

ⓒpeople tree

B アソートカラー　手袋￥3,780 631183商品番号

C アソートカラー　ルームシューズ￥3,456 631184商品番号

詳しくは
P.16を

ご覧下さい

A

B

アルパカは、南米ペルーの高
原にくらすラクダの仲間。
厳しい環境から身を守るた
め、その毛は非常に細く、優れ
た保温性をもっています。しっ
とりとした手触りと保温性・保
湿性をぜひお試しください。

アルパカ＆ウールで家でも外でもあったかく！

どんなカラーが届くか、お楽しみに！

C レッグウォーマー各￥8,424 631176商品番号

※こちらの商品のお届けは11月上旬以降を予定しています。他の商品を同時にご注文の場合は、一括して11月中旬以降にお届けか、分納（他の商品を先にお届け）かを
お申し付けください。分納の場合は梱包送料を2回分頂戴致します。

本
・
日
用
品
・
雑
貨

リサイクルウールの
手編みミニ・ソックス
アソートカラー（１個）
￥702 621063商品番号

リサイクルウールの手編みミニ・ミトン
アソートカラー（１個）
￥702 631185商品番号

B

B

A

C

テ
ィッ

シュ
ケースポケットつ

き！

ビッグサイズで
収納力◎

まん丸
シルエットが
かわいい！

ルームシューズで
足元から冷えの
対策を！

A

ファスナーつき
ポケットが
うれしい！

A B C

A

A

C

C

D E F

B

指先のカバーを
外してボタンで
留められます！

数量限定

数量限定

本
・
日
用
品
・
雑
貨



ビター・ザクロ ココナッツ
ミルク

オレンジ レーズン＆
カシューナッツ

ホワイト・ジンジャー
＆レモン

食

　
　品

食

　
　品

メープルシロップの甘みだ
けで仕上げた贅沢な自然
派スナック。リピート購入
も多い人気商品です。パッ
ケージにチャックがついて
いるのも嬉しいポイント。

フィリピンの太陽の恵
みをたっぷり浴びたド
ライマンゴー。甘さと
酸味のバランスが絶
妙。ヨーグルトに入れ
ても、刻んでシリアル
やサラダに入れても。
漂白剤・酸化防止剤は
不使用。

クランベリーにはポリ
フェノールやビタミンC、
カリウムを含むことが知
られています。そのまま
食べてもよし、サラダや
ピラフに入れるのもおす
すめです。

人気のフェアトレードチョコレートに２つの新味が登場！ビター・ザクロはビ
ターチョコに甘酸っぱいザクロゼリーが入っています。ココナッツミルクは
ココナッツの甘い風味とまろやかな口どけ。是非ご賞味ください。温度にデ
リケートなココアバターを使用しているので、冬だけの限定発売。

フェアトレードチョコレートの美味しさを贈り物にしませんか。リサ
イクルウールを使った手編みのソックスやミトンに入れれば、きっ
と喜ばれます。

フェアトレードチョコレート　５個セット
￥1,890 

■セット内容：オレンジ、レーズン＆カシューナッツ、ホワイト・ジンジャー＆レモン、
　ビター・ザクロ、ココナッツミルク各1（各50g）
■カカオ原産国：ボリビア　■生産国：スイス　■フェアトレードカンパニー
※チョコレート及びリサイクルウール商品のお届けは11月中旬を予定しております。
※他の商品を同時にご注文の場合は、一括して11月中旬以降にお届けか、分納（他
の商品を先にお届け）かをお申し付けください。分納の場合は梱包送料を2回分頂戴
致します。

720286商品番号

1716 バードショップオンライン�「Wild Bird」 ▶�http://www.birdshop.jp� ※価格は全て税込表示です。 フィールドマナー  い  … 一本道、道からはずれないで

野外でも、お家でも。おいしく手軽につまめるおやつ、集めました

お待たせしました！毎年人気のチョコレート。ギフトにもぜひ

メープルアーモンド　２個セット
￥950 

フィリピン・ドライマンゴー
￥605 

ドライクランベリー
￥497 

■内容量：40g×2袋
■原材料：ローストアーモンド、メープルシロップ、食塩
■原料生産国：アメリカ（アーモンド）、カナダ　　

（メープルシロップ）、日本（食塩）
■賞味期限：製造より180日
■プレス・オールターナティブ

■内容量（約）：100g　■原材料：マンゴー果実、
砂糖（精製きび糖）　■生産国：フィリピン　■賞
味期限：製造より14ヶ月　■フェアトレードカンパニー

■内容量（約）：70g
■原材料：クランベリー、粗糖、ひまわり油
■生産国：アメリカ
■賞味期限：製造より6ヶ月
■プレス・オールターナティブ

720271商品番号

710021商品番号

720218商品番号

リサイクルウールの
手編みミニ・ソックス
アソートカラー（１個）
￥702 

■サイズ（約）：長さ10cm
■素材：ウール 　■ネパール製
■フェアトレードカンパニー

621063商品番号

リサイクルウールの
手編みミニ・ミトン
アソートカラー（１個）
￥702 

■サイズ（約）：長さ11cm
■素材：ウール　■ネパール製
■フェアトレードカンパニー

631185商品番号

※チョコレートは別売りです。
※ウールの色はお届けする商品によって異なります。お選びいただけませ
んのでご了承ください。

スリランカ南部のデニヤヤで小
規模紅茶農園のグループが農薬
や化学肥料を一切使用せずに作
りました。この地方で生産される
茶は「ルフナ茶」と呼ばれ、ほん
のり甘いコクが特徴です。

　はやわらかな酸味とバランスの良い風
味が特徴のキリマンジャロコーヒー。
　は豊かな香りと良質な苦み、やさしい
甘みが特徴のラオス産コーヒー。

伝統製法を守るペルーの小規模
農家が育てたコーヒー。高地特
有の豊かな香りが特徴。

当会オリジナルブレンドのバードフレンドリーⓇコーヒー。
シェードグロウン（木陰栽培）、有機栽培などのいくつもの基準
を満たし、渡り鳥たちの森林を守って作られています。当会が
保護活動を進めるシマフクロウと、彼らの棲む森をイメージし
てブレンドしました。

ミルクを加えて作ります。お好み
で砂糖やメープルシロップなど
を加えて。電子レンジでも作れ
ます。

島根県出雲に自生するクロモジの枝
と葉を、お茶に加工。クロモジはクス
ノキ科の落葉低木。枝は高級楊枝に
加工されていますが、出雲地方では
貴重な健康茶として大切に飲み継
がれています。高貴な香りとすっきり
した味わいでリラックスできる和の
ハーブティです。

チャイパック
￥475 

■内容量：36g（3g×12包）
■原材料：紅茶、香辛料（生姜、シナモン、ナツメグ、
　レモングラス、クローブ、カルダモン）
■原料生産国：インド（紅茶）、スリランカ（香辛料）
■賞味期限：製造より1年
■プレス・オールターナティブ
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。

720210商品番号

香り高いアールグレイ

野外でも手軽にコーヒーをやわらかな甘みと豊かな香り

美味しく飲んで、渡り鳥を守ろう！

６種のスパイス香るミルクティー

島根県で古くから飲まれてきた健康茶

A B

スリランカ産
アールグレイ紅茶
￥810 

■内容量：　50g（2g×25包）、　100g　■原材料：茶、香料（ベルガモット）
■原料生産国：スリランカ　■賞味期限：製造より3年　■パルシック
※直射日光や高温多湿を避けてください。

ティーバッグA 720280商品番号 リーフB 720281商品番号

A B

コーヒーバッグ
各 ￥993

■内容量：コーヒーバッグ8g×10個
■原産国：A タンザニア、B ラオス
■賞味期限：製造より1年
■フェアトレードカンパニー

A タンザニア�
B ラオス���　�

720264商品番号

720265商品番号

A 粉�
B 豆���　�

710183商品番号

710184商品番号

A

B

ペルー・有機ミディアム
ロースト・コーヒー（粉）�
￥993 

■内容量（約）：粉200g（中深煎）
■原産国：ペルー
■賞味期限：製造より1年
■有機JAS認証
■フェアトレードカンパニー

720225商品番号

BA

シマフクロウブレンド
各￥1,080

■内容量（約）：200g　■有機JAS認証
■産地：エチオピア、グァテマラ、ホンジュラス
■賞味期限：製造より1年
■パッケージイラスト：Haruki　■小川珈琲

BA

バードフレンドリー
コーヒー認証を受け
るには、コーヒー農園
が下記の基準を満た
す必要があります。

バードフレンドリーⓇコーヒー認証とは

●有機栽培であること
●自然林に近い環境を保てる
　シェードグロウン(木陰栽培)であること
●シェードツリーが農園の40％を覆うこと
●11種類以上の樹種で構成されること。
　収益の一部はスミソニアン渡り鳥センターの運営

資金として、世界中の渡り鳥保護、
　生態系保護のために使用されています。

くろもじ茶
ティーバッグ
￥540 

■内容量：2g×６個
■賞味期限：製造から1年
■茶三代一

720284商品番号

自然も人も
うれしい食品

リラックスタイムは何にする？

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

クロモジの枝と葉

シェードツリー

コーヒーの木

Ⓡ



テジャクラ村の天日塩�プレーン　2個セット
￥860 

■内容量：150g×2袋　■原材料：海水　■原産国：インドネシア
■プレス・オールターナティブ

食べるしじみ味噌汁６個セット
￥1,296 

■内容量：しじみ味噌38g（レトルトしじみ20g、調味みそ18g）×6
■株式会社河村食材　■賞味期限：製造より6ヶ月

シジミ生産量が日本一の島根県の宍道湖。水鳥の渡来地としても有
名で、ラムサール条約の登録湿地でもあります。シジミは、冬鳥とし
て渡来するキンクロハジロの食物になります。

インドネシア・バリ島沿
岸地域のテジャクラ村
では、天秤棒を使って
海水を人力で汲み上
げ、昔ながらの揚浜式
塩田で塩作りをしてい
ます。天日や風といった
自然の力だけで塩分濃
度を上げた塩は、まろや
かな旨みが特徴です。
おにぎり、肉や魚料理、
漬物など、料理を選ば
ずに素材本来の味を引
き立てます。

自然の美味しさをごはんのおともに

720288商品番号 710309商品番号

食

　
　品

　

1918 ※価格は全て税込表示です。電話でのご注文は FAXでのご注文は受付時間
平日・午前10:00～午後5:00

24時間
受 付03-5436-2626 03-5436-2636

　
チュウヒ米�減農薬5割　5kg　�
￥3,672 

■秋田県産あきたこまち5kg入り
■大潟村カントリーエレベーター公社

コウノトリ育むお米
無農薬5kg　
￥4,104 

■特別栽培米兵庫県但馬産コシヒカリ5kg入り
■JAたじま

朱鷺と暮らす郷
減農薬5割　5kg　
￥3,564 

■新潟県佐渡産コシヒカリ5kg入り
■JA佐渡

絶滅危惧種のチュウヒが繁殖する大潟村
は、野鳥にとって重要な環境になっていま
す。

ふゆみずたんぼとは、冬の間も水を入れる
ことで、水鳥に採餌場所や休息場所として
利用してもらう水田のこと。水鳥はもちろ
ん、たくさんの生き物と共生することで、堆
肥や防虫、防草効果も得られる、古くて新し
い農法です。

自然豊かな兵庫県北部の但馬地域では、野
生に帰されたコウノトリが住みやすい環境
作りの一環としてお米が作られています。

トキが暮らす佐渡島は1,000メートル級
の山脈からそそぐ冷たい清水が水田を潤
し、おいしいお米を育みます。

かぶくりぬまのふゆみずたんぼ米　5kg
各￥3,888 

720188商品番号 720189商品番号

720186商品番号720193商品番号ひとめぼれ
720190商品番号ササニシキ

■宮城県産5kg入り　■蕪栗グリーンファーム

探鳥地としても知られる静岡県大井川河口域で、20年間農薬
と肥料を断った自然農法で作られたお米。田んぼには一部地
域で絶滅のおそれのあるホウネンエビやメダカがにぎわい、畦
道を歩けばトンボやクモ、ヘビやカエルが姿を現し、空からは鳥
がやってきます。米作りを通して自然環境を守りたいという強
い思いをもった米農家さんが手間暇かけて作るお米です。雑
穀がお好きな方はぜひ玄米をご賞味ください。

米
こめうた

詩　無農薬・無施肥米
5kg
各￥4,536  

■静岡県焼津産コシヒカリ5kg入り
■杉本 一詩

720194商品番号

720195商品番号玄米

　水田は微生物から鳥類までさまざまな生き物が集まる場所。普段口にするお米をより環境に配慮して
つくられたものに変えることは、私達が気軽にできる自然保護活動のひとつではないでしょうか。

庭 を 彩 る  フィーダー・巣箱特集

シジュウカラ用巣箱
（組立キット）

￥3,240 

■穴の径（約）：2.8cm
■サイズ（約）：幅19×高さ32×
　奥行15cm
■重さ（約）：900ｇ
■素材：トドマツ　■日本製

ドライバーを使う組立式。
前板を外すと掃除もでき
ます。シジュウカラの他、
スズメ、ヤマガラ等の野
鳥が利用する場合があり
ます。

毎年、どうしても営巣して欲しくない場所にツバメが営巣し
てお困りの方にお勧めする商品です。営巣してしまう場所を
ネット等でふさぎ、営巣してもよい場所にこの巣箱を設置し
て、営巣場所を移動させます。また、巣が壊れて、ヒナが落ち
てしまったというケースにもお勧めです。例年、ツバメが飛来

しない場所に、この巣箱を設置した場合、ツバメが利用する可能性は、ごくわ
ずかですので、ツバメを誘致する目的での使用はお勧めしません。　

■サイズ（約）：幅21×高さ12×奥行10.5cm
■重さ（約）：350g　■素材：トドマツ
■日本製
※当商品を家屋等に取りつけるための資材は
一切入っておりません。※設置は、設置場所に
合わせてお客様ご自身で行ってください。

￥2,916 

Swallow-box（スワローボックス）
（組立キット）

長年愛されている定番モデル ツバメのための巣箱

200010商品番号
200104商品番号

生き物と一緒につくるお米

フィーダーステーション

とんがり屋根のフィーダー

タワーフィーダー・ミニ

来待石バードバス

果物フィーダーⅡ

リサイクルバードフィーダー

メタルフィーダー

シジュウカラ用巣箱

Swallow-box

イラストはイメージです。

￥1,944

ヒマワリのたね
3kg

206061商品番号 ￥497

小粒ヒマワリのたね�
400g�

206073商品番号 ￥905

野鳥のまき餌
1.5kg

206071商品番号

野鳥のえさ

ホウネンエビ



巣
箱
・
餌
台

※価格は全て税込表示です。 2120 フィールドマナー  き  … 気をつけよう、写真、給餌、人への迷惑メールマガジン配信中!!   WildBird��メルマガ����で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

季節を選んで楽しみましょう

［バードフィーダーの設置について］ 
野鳥の多くは動物質の餌を食べ、特に春から夏の子育ての期間、小鳥の多く
は虫を主食にしています。自然界に食物が豊富な春〜夏にかけては、バード
フィーダーを置くのは控えてください。

［巣箱の設置について］	
巣箱を設置するのは、秋〜冬にかけてがよいといわれています。これは、巣箱
を利用する野鳥が巣作りを始める春よりも前に設置すると、利用する可能性が
高くなるからです。

バードフィーダーは清潔に保ちましょう

バードフィーダーに野鳥の糞などが付着したまま放置しておくと、菌（サルモネ
ラ菌等）の感染拡大の原因となる可能性があります。
こまめに掃除をして、新しい餌と取り換える等、バードフィーダーを常に清潔な
状態に保ってください。また、バードフィーダーや巣箱を触った後は、必ず石け
んなどで手を洗ってください。

フィーダーを設置する際のご注意について
詳しくはこちらをご覧下さい
http://www.wbsj.org/nature/infection/birdfeeder/index.html

フィーダーと巣箱を設置する際のお願い

耐久性に優れたアルミダ
イキャストを使用。屋根
部分がスイングして開閉
できるので餌入れも簡
単。各パーツを取り外し
ての丸洗いも可能。

地面に突き刺して立て
るフィーダー用ポール
です。3つのフックにお
好みのフィーダーを吊
り下げることができます
(フィーダーは別売)。餌
用メッシュトレー、水浴び
トレーも備えています。

フィーダーステーション�
￥8,800 

■素材：スチール(黒色塗装仕上げ)、プラス
チック(水浴びトレー)　■サイズ（約）：高さ
226cm　■付属品： 本体ポール×3、餌用
メッシュトレー 、水浴びトレー■英国鳥類学
協会（ＢＴＯ）が設計、商品テストを行い、英国
ガードマン社より発売されている製品です。
■中国製　※こちらの製品を設置する際に
は、3本のポールを接続し、地面に突き立て
る作業が必要です。 

メタルフィーダー�
￥3,400 

■素材：アルミダイキャスト、プラチック　■サイズ
（約）：高さ23×直径10cm、内容量 420ｇ ■付属
品：金製止まり木2本　■英国鳥類学協会（ＢＴＯ）が
設計、商品テストを行い、英国ガードマン社より発売さ
れている製品です。 ■中国製

お好みのフィーダーをかけて 英国で人気の金属製フィーダー

野鳥だって甘い果物が大好き ペットボトルを
再利用できます

吊り下げ式の可愛いミニフィーダーです

201424商品番号

201423商品番号

餌台に集まるシジュウカラとハシブトガラゴジュウカラ

とんがり屋根のフィーダー
各 ￥4,644 

■サイズ(約)：高さ28×直径12cm
■素材:スチール
■付属品：ワイヤー、網、金属製止まり木4本付き
■ワイルドライフ・ガーデン　■中国製
※吊り下げ型の餌台は自立型の餌台に比べて、野鳥がやや来づらい傾向があります。

金属製の吊り下げ式フィーダー。屋根を取り外して内側のお掃除も可能です。リンゴやミカンを切って詰めたり、付属の網を使用すれば「小粒ヒマワ
リのたね」が使用できます。(大粒のヒマワリのたねや野鳥のまき餌には対応しておりません)

スウェーデンの牧歌的な風景から生まれた餌台

緑 � 白
赤 �

201420商品番号 201422商品番号

201421商品番号

リサイクル�
バードフィーダー
￥1,620 

■素材：ダイキャスト
■アメリカ製
※ペットボトルは付属しておりません。

ソフトドリンクなど
注 ぎ 口 の 口 径 が
29mmのペットボト
ルを餌入れに使用す
るフィーダーです。吊
り下げるための金具
付き。

果物フィーダーⅡ
￥2,160 

■サイズ（約）：幅21.5×高さ21×奥行6ｃｍ
■素材：トドマツ　■日本製

くり抜かれた板の中心に、付属のピンでリンゴやカキ、
ミカンなどの果物をさして使う木製フィーダーです。木
の枝や軒先、ベランダにヒモなどを使って吊り下げて
使います。

■サイズ（約）：最大幅14×高さ18×最大奥行14cm
■素材：トドマツ　■日本製

￥2,808 

タワーフィーダー・ミニ
（組立キット）

プラスドライバー1本で
組み立てられる可愛らし
いフィーダーキットです。

201581商品番号

201530商品番号 762410商品番号

バードフィーダー（餌台）を
ご購入の方へ

サルモネラ菌等の感染事例が確認された場合、一時、バードフィーダーを撤去する等の対応も必要です。また、このような情報が
入った場合は、日本野鳥の会ホームページ等でお知らせしますので、対処方法等をご確認ください。http://www.wbsj.org/

巣
箱
・
餌
台

一つひとつ手作りしています。自然な風合いをお楽しみく
ださい。また、小鳥が水浴びしやすいように、水深等は当会
が監修を行いました。

当会会長
柳生博も

使っています。

野鳥たちに水場を。

来
き ま ち い し

待石バードバス

■サイズ（約）：【小型】40×33×8cm、
【中型】45×38×9cm　

■重さ（約）：【小型】10kg、【中型】15kg
■素材：石（来待石）　■川賀石材店
※来待石は柔らかい石です。落下させると割
れる恐れがあります。また、重量のある商品の
ため設置時は十分お気をつけて、安定した場
所に設置してください。
※特注品も受け付けます。ご希望の方は、お
気軽に問い合わせください。川賀石材店から
お客様に直接ご連絡を差し上げます。形状や
価格等につきましてはお客様ご自身でお打ち
合わせしていただきます。

￥8,640
￥12,960

野鳥にとって水場は、水分補給と羽を清潔にするた
めの水浴び場として重要な役割をもっています。
特に野鳥の羽は、飛ぶ時はもちろん、高い体温を保
つ、雨から身を守る、水に浮くといった様々な役割が
あります。しかし、羽にはダニがつきやすく、野鳥が
生きていくためには、常に清潔に保つことが重要に
なるのです。

島根県で採石される石で、主に灯篭等に使われます。柔
らかく風化しやすい性質で、時間が経つにつれ風合い
が増します。水を入れると石に水が染み込み、落ち着い
た色になります。さらに、コケが生えやすく、設置する場
所にもよりますが薄暗く湿った環境だと３年程度でコケ
が生え、周囲の雰囲気に溶け込みます。鳥が「来」るのを

「待」つ「石」。まさに水場としてふさわしい石です。 

～来待石（きまちいし）～野鳥と水場

来
き ま ち い し

■サイズ（約）：【小型】40×33×8cm、

■重さ（約）：【小型】10kg、【中型】15kg

￥
￥

小型�
中型�

206262商品番号

206263商品番号



てのひら部分に、独自の加工を施したゴムを圧着。
野外での力仕事にも、細かい作業にもおすすめです。

ウ
エ
ア

干潟やぬかるみでも行動しやすくバードウォッチングに適した、日本野鳥の会オリジナル仕様の長靴です。
ガーデニング作業や、野外キャンプの際にも役立ちます。

■素材：天然ゴム
　（裏地はナイロン）
■重さ（約）：460ｇ　

（26ｃｍ片足）
■グレー：タイ製
　その他：中国製
■アトム
■鋭利な岩場等での
　使用には適しません。
■付属の収納袋の色
　はグリーンです。
※足首が細いつくり
のため通常のサイズ
より1サイズ大きめ
をおすすめします。

ガーデニング、キャンプから雨の日のお洒落にも
折りたたんでデイパックに入り持ち運べる長靴！

驚きのグリップ力！野外での力仕事にも、細かい作業にもおすすめです

野鳥の色彩をモチーフにしました！首のうしろで帽子とネックウォーマーがつながっているため、
風が入り込みません。

ネックウォーマー付きニット帽� ��
各 ￥3,888

■素材：アクリル　■サイズ：58cm（頭周り）
■中国製

モズ

B
カワセミA

A モズ�
B カワセミ���　�

410081商品番号

410082商品番号

アウトドアグローブ
パステル

M LSM LS

サンコウチョウ
撮影：中野泰敬

■手首の色は全サイズ共通　■サイズ（約）：全長（中指から挿入口まで）S＝21.5ｃｍ、Ｍ＝22.5ｃｍ、Ｌ＝24.0ｃｍ　■素材：綿、ナイロン、天然ゴム　■日本製　■アトム

B アウトドアグローブC

アウトドア
グローブ 野鳥

A

長靴各部位のサイズ（単位：ｃｍ）

サイズ     ふくらはぎ
    周囲 　足首周囲 　高さ

ＳＳ 33 26 43

Ｓ 35 26.5 43

Ｍ 37 27.5 44

Ｌ 38 28 45

ＬＬ 39 29 45.5

３Ｌ 41 30 45.5

４Ｌ 42 30 46

A B C

A

B

C

バードウォッチング
長靴�ブラウン�
各 ￥4,752 

	SS	（23.0cm） 479220
	S	（24.0cm） 479221
	M	（25.0cm） 479222
	L	（26.0cm） 479223
	LL	（27.0cm） 479224
	3L	（28.0cm） 479225
4L	（29.0cm） 479226

商品番号

バードウォッチング
長靴�グリーン�
各 ￥4,752 

	SS	（23.0cm） 479200
	S	（24.0cm） 479201
	M	（25.0cm） 479202
	L	（26.0cm） 479203
	LL	（27.0cm） 479204
	3L	（28.0cm） 479205
4L	（29.0cm） 479206

商品番号

バードウォッチング
長靴�カモフラージュ�
各 ￥5,832 

	SS	（23.0cm） 479210
	S	（24.0cm） 479211
	M	（25.0cm） 479212
	L	（26.0cm） 479213
	LL	（27.0cm） 479214
	3L	（28.0cm） 479215
4L	（29.0cm） 479216

商品番号

バードウォッチング
長靴�グレー�
各 ￥4,752 

	SS	（23.0cm） 479270
	S	（24.0cm） 479271
	M	（25.0cm） 479272
	L	（26.0cm） 479273
	LL	（27.0cm） 479274
	3L	（28.0cm） 479275
4L	（29.0cm） 479276

商品番号

バードウォッチング
長靴�メジロ�
各 ￥5,832 

	SS	（23.0cm） 479230
	S	（24.0cm） 479231
	M	（25.0cm） 479232
	L	（26.0cm） 479233
	LL	（27.0cm） 479234
	3L	（28.0cm） 479235
4L	（29.0cm） 479236

商品番号

メリノウールのく
つ下は、ちくちく感
がなく汗をかいて
もさらっとした感
覚を保ちます。
当会スタッフが耐
寒試験を何度も行
い、開発しました。

バードウォッチング　くつ下メリノ� ��
各 ￥2,160

■素材：メリノウール100％（表糸）
　ナイロン、ポリエステル（裏糸）
■サイズ：紳士（25〜27cm）、婦人（23〜25cm）
■日本製　■アトム
■洗う際には裏返しにしての洗たくをおすすめします。
■乾燥機は使用できません。B

A

メリノウール
使用

保温性と吸湿性に優れたメリノウール素材の靴下

A（紳士）ブルー� 	
B（婦人）レッド� 	

441822商品番号

441823商品番号

　アウトドアグローブパステル
　（２色セット）�
￥1,296
S　　　	 　		　M	 　		
L
■色：ピンク、オレンジ各1双入り

B

441382商品番号 441383商品番号

441384商品番号

　アウトドアグローブ
　（2色セット）
￥1,296
S　　　	 　		　M	 　		
L
■色：カーキ、迷彩各1双入り

C

441361商品番号 441362商品番号

441363商品番号

　アウトドアグローブ�野鳥
　（２色セット）�
￥1,296
S　　　	 　		　M	 　		
L
■色：サンコウチョウ、シマアオジ各1双入り

A

441301商品番号 441302商品番号

441303商品番号

※価格は全て税込表示です。Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/ 2322 バードショップオンライン�「Wild Bird」 ▶�http://www.birdshop.jp� ※価格は全て税込表示です。

頭と首の寒さ対策がひとつでできる

ウ
エ
ア

バードウォッチング長靴は「コンパクトで持ち運べる」「足にフィットして軽い」というご意見をいただく一方、「硬い路面を長
時間歩くと、靴底が薄く柔らかいため疲れる」とのご意見もありました。この問題を解決するため、20種類以上のインソー
ルをテストし、もっともバードウォッチング長靴に合うインソールが登場しました。このインソールは、かかとから土踏まずに
かけて硬めのパネルが入っており、しっかりと足裏をサポートし、長時間の歩行でも疲れづらいのが特長です。

硬めのパネル
でしっかりと
足裏を
サポート

抗菌効果
により

不快なニオイ
を軽減

足裏に
フィットする
三次元
クッション

バードウォッチング長靴
サイズ対応表

ソールラック�サポート
各￥1,620 

■素材：ポリエステル、EVA、PP
■重さ（約）：
　45g（女性用M/L・片足）
■台湾製

A �女性用　S/M　　　� 　M/L�
B �男性用　　S� 　　　　　M 　　　　L�

441421商品番号

441423商品番号 441424商品番号 441425商品番号

441422商品番号

サポート

履き心地をより快適に……バードウォッチング長靴にぴったりのインソールが登場！

シマアオジ
撮影：渡邉智子

グリーン
カモフラージュ

ブラウンメジロ グレー

手袋をはめたまま図鑑
をめくれます。

ポイント



24 ※価格は全て税込表示です。電話でのご注文は FAXでのご注文は受付時間
平日・午前10:00～午後5:00

24時間
受 付03-5436-2626 03-5436-2636 25フィールドマナー  も  … 持って帰ろう、思い出とゴミ

ウ
エ
ア

※薄い生地なので、衝撃を吸収する
　機能はありません。

日本野鳥の会のやちょう？野帳です！

雨で濡れた折りたたみ傘を、そのまま収納できる袋

人気のコクヨ製測量野帳に日本野鳥の会オリジナルモデルが誕
生しました。ポケットに入るコンパクトサイズなので、片手で持ち
やすく、固めの表紙で立ったままメモをとるのに便利です。中紙
は3mm方眼の「スケッチブック」タイプ。

電車の中や、車の中で、自分
や他の人を濡らさず、スマー
トに振る舞うことができま
す。手持ち部分の長さを調整
することができるので、手持
ちや、肩にかけて使用するこ
ともできます。

ストラップに双眼鏡を装着し、両腕に通して使います。ワンタッチで双眼鏡を脱着可能。1998年から愛されて
いるベストセラー商品。

装着した状態

※双眼鏡は含まれません
ホルスター型�
クビラックⅢ�
￥5,122 

■素材：ポリプロピレン、牛革
■重さ（約）：170g　■日本製

本体の長さは
43～37cm

まで
調整可能

日本
野鳥の会
ロゴ入り

43～37cm
まで

調整可能

ループに双眼鏡ス
トラップを通して
首にかけます。
1

付属のクリッ
プをズボンに
はさんでとめ
ます。
2

40口径など、大きめ・重めの
双眼鏡と相性が良いです。クビラック ブラック 

ホルスター型 
クビラックⅢ

103331商品番号

クビラック�ブラック�
￥3,065 

■素材：ポリプロピレン、牛革、
　スチール
■重さ（約）：50g　■日本製

103290商品番号

観察時、首にかかる負担を軽減できる、アイデア商品
ポイント

ポイント

ワンタッチで双眼鏡を着脱

雨、雪からすばやく
ガード。船上バード
ウォッチングの海水
対策にも！

ワンタッチで雨や雪から
双眼鏡をカバーします

コーワTSN-664もギリギリ包めます
40口径の双眼鏡もすっぽり

ビノキュラーカバー�
￥1,944 

■大きさ： 直径約23cm。30〜42口径の双眼鏡に適しています。　
　20口径クラスの小さな双眼鏡には適していません。
■素材：表地：ナイロン裏地：ポリウレタン
　（耐水圧8,000mm　透湿度8,000/áu/24h）

306104商品番号

双眼鏡が濡れてしまうことを“軽減”
する商品です。 双眼鏡のストラップ
にフックをかけ、双眼鏡をくるっと包
むだけです。双眼鏡使用時はカバー
を外し、使わない時は、再度カバー
を双眼鏡にかぶせます。

大切な双眼鏡やカメラをザック
等に入れて持ち運ぶ際に使用
する商品。薄く柔らかいフリー
ス地でシンプルな構造のため、
様々な形状に対応できるのが
嬉しい。双眼鏡やカメラをセッ
ティングする際、さっと広げれ
ば簡易マットに。キズや汚れ除
けになります。

双眼鏡が濡れるのを軽減する使い方簡単双眼鏡カバー

双眼鏡をよりコンパクトに収納

双眼鏡
ストラップに
ワンタッチで

ひっかけ
られます

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

バードウォッチング野帳セット
   ��������������������������������

■サイズ(約)：縦16×横9.1cm(中紙サイズ)　■中紙40枚
■重さ(約)：75g(1冊あたり)
■内容：ツバメネイビー、アホウドリクリーム、コマドリオレンジ各1冊　
■コクヨ
■従来のフィールドノート・チェックリストも販売中です。

� � 606799商品番号￥1,458

3mm方眼
コマドリ
オレンジ

■素材：ナイロン、ポリプロピレン（手持ち部分）　■サイズ（約）：28×28cm
■双葉工房

�各 ￥1,944
オリジナル傘袋

※傘は含まれません。
※横にすると水が垂れてくるので、鞄の中に入れる時は、必ず立てた状態にしてください。

A グリーン� 441388商品番号 B ネイビー 441389商品番号

A

B

傘袋に傘を入れて くるくると巻きます 取っ手の長さは
調整できるので、
肩からかけること
もできます

1 2 3

日本野鳥の会オリジナル
タグ付き。タグの色は変
更になる場合があります

アカショウビン

カワセミ

キビタキ

オリジナルキャップ� ��
各 ￥3,024

■サイズ：A B 56〜64cm
� � � � � � � � C D 54〜70cm
■素材：綿
■デザイン（アカショウビン・カワ
セミ）：Takeshi Yamakawa／
1980年生まれ。2007年から独
学で活動開始。ユニクロのコンテ
ストなど受賞歴多数。

B サンド� �	
アカショウビン

C ベージュ� �	
D ネイビー��	

カワセミ

409154商品番号

A サンド� �	
キビタキ

409156商品番号

409151商品番号

409152商品番号

C

D

B

キャップにキレイな野鳥の刺しゅうが入りました

A

ツバメネイビー コマドリオレンジ
アホウドリクリーム

A

B

クリマプロ�カメラップ
各 ￥1,620 

A ブルー�
B ブラック���　�

306106商品番号

306107商品番号

■大きさ（約）：50×50cm　
■素材：クリマプロTM200
■モンベル

裏地はグレーカラー（ A B 共通）



26 ※価格は全て税込表示です。

生地は耐水圧1,000mmのものを使用し、縫製部分は防水テープで加
工しています。但し「完全防水」ではありません。また、ブラインド内部が
結露する場合があります。組み立て、収納は1分程度です。両サイドにあ
るのぞき穴（メッシュ）部分は、雨天時には透明シートでふさぐことができ
ます。従来のワンタッチ迷彩ブラインドに比べ、幅と奥行を約20cm広
げ、荷物をテント内に入れたり、観察や撮影をゆったりと楽しむことができ
るスペースを確保しました。

側方視界と換気のため、幅4cmのメッシュ窓を設定。
前面に三脚出し用スリットを設定。

収納時

三脚の1本が
外に出るので
中のスペース
が有効に

野鳥観察ブラインド「ＲＡＩＮ」�
￥24,840 

■サイズ（約）：幅130×奥行130×高さ150cm、収納サ
イズ：長さ77×径14cm　■素材：生地：ポリエステル（耐
水圧1, 000mm）、フレーム：FRP、スチール　■重さ

（約）：4kg　■付属品：ペグ12本　■コールマンジャパン

ワンタッチ迷彩ブラインドⅧとの
大きさ比較

収納時

ベンチレーター装備で
中のムレを軽減

103340商品番号

ワンタッチ
迷彩ブラインドⅧ�（晴天用）�
￥18,144 

■サイズ（約）：幅110×奥行110×高さ140cm、
収納サイズ：直径50×厚さ8cm　■重さ（約）：2.3kg　■素材：生地/ナ
イロン210D、フレームワイヤー/スチール製（亜鉛メッキ）　■付属品：専用
ケース（デイパックへの取り付け用Dリング付き）、固定用ペグ（4本）、観察
窓付属シート　■中国製　■コールマンジャパン

103250商品番号

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品 多少の雨でも使えるブラインド設営、収納が10秒程度で完了。

観察に、撮影に…

会誌「野鳥」は2014年4月号より
A4サイズになりました

ポイント

ポイント

「日本野鳥の会カード」は、オリエントコーポレー
ション（オリコ）との提携により生まれた社会貢献型ク
レジットカードです。このカードを普段のお支払にご
利用いただくだけで、ご利用額の0.5％が、オリコより
当会へ寄付されます。いつものショッピングやお食
事も、野鳥と自然の保護につながっていきます。

ご利用額の0.5%が日本野鳥の会に寄付されます
例えば、1万円のお買い物をされると50円が自動的にオリコから日本野鳥の会へ寄付されます。
カードをご利用になる方にご負担をおかけすることはありません。

平成27年度は、総額8,385,644円のご
寄付をいただきました。ご寄付は、当会の
活動に有効に活用させていただきます。

総額 8,385,644円

カードには、
美しい野鳥のイラスト

カードの種類によって、
異なる野鳥のイラストが
デザインされています。

Master Card〔アカゲラ〕 VISA〔キビタキ〕 JCB〔カワセミ〕

クレジットカードのお申込みは
オリコホームページから

※カード申込書は当会からもお届け可能です。
　日本野鳥の会 会員室
　TEL：03-5436-2630　メール：kifu@wbsj.org　

日本野鳥の会カード

毎日のお買い物すべてが、野鳥の保護につながる。日本野鳥の会カードのご案内

スーパーのレジで
「きれいなカードですね！」
と声をかけられました。

27

A4判の会誌「野鳥」に対応し
ます。お手元の「野鳥」誌をま
とめてファイルできます。

会誌「野鳥」2014年2・3月号
まではこちら。

■サイズ(約)：縦30.7×横22×
　厚さ4.5cm
■カラー：深緑　■外装：布張り

￥1,080　　

A4サイズ
会誌「野鳥」ファイル

■サイズ(約)：縦26.7×横19.5×
　厚さ4.5cm
■カラー：深緑　■外装：布張り
※売り切れの場合はご容赦ください。

￥734　  　

B5サイズ
会誌「野鳥」ファイル

606821商品番号
606820商品番号

在庫54冊限り

野鳥を種別に数えるのに便利なカラー・カウンター
金属製に比べて軽く、手も冷たくなりにくいカウンターです。

カラー・カウンター�
各￥1,404 

■サイズ(約)：幅3.3×高さ4.9cm　■素材：樹脂
■日本野鳥の会のシンボルマークプリント入り

A イエロー�� 608170商品番号

C グリーン�� 608181商品番号

B ブルー�� 608180商品番号

ご寄付のお願い 1口1,000円からの自然保護

日本野鳥の会へご寄付いただいた方へ右のグッズをプレゼントします。
商品のご注文と同時にお申し込みの場合は、同封の注文用紙の「ご寄
付」欄へ口数と金額のご記入をお願いいたします。尚、グッズのご希望が
ない場合には、通常のご寄付として頂戴いたします。

1口1,000円の「バードメイト」寄付で
お好きなピンバッジを一つ

※ご寄付のみの場合は、同封のバードメイト申込用紙でお振込みください。
　カワセミをご希望の方は、空欄に「カワセミ○個」とご記入ください。

バードメイトピンバッジ
「カルガモ」

■イラスト：白石佳子
■サイズ（約）：2.3×2.25cm

バードメイトピンバッジ
「カワセミ」

■イラスト：関口尚
■サイズ（約）：1.8×3cm

LED付ポケットルーペ
   ��������������������������������

■倍率：2倍(小レンズは5倍)
■サイズ(約)：5.4×8.4cm
■重さ(約)：35g(電池別)
■素材：ABS樹脂、アクリル
■レザーケース（合皮）付　
■ボタン電池(CR2016)×2個付
■ビクセン

￥2,160

2倍

5倍

トコロジストの著者「箱田敦只」がお薦めするルーペ

100181商品番号

薄暗いときには
とても重宝
図鑑を読む時も
便利です！

両目で見られる

自然観察をしていると、虫眼鏡が必要な場面に
出会います。虫眼鏡はトコロジストの7つ道具
の一つ。ポケットサイズなので、持ち運びにも便
利です。小さいものだと、片目で見るためストレ
スがたまりますが、この虫眼鏡は、両目で見られ
ます。この年齢になると、図鑑の文字や識別ポ
イントを見るのがつらくなってきます。そんなと
きにも便利です。さらに便利なのが、LEDライ
ト。薄暗いときにはとても重宝します。（箱田）

B

C

A

バックピン

人気の
カワセミを
復刻！



旅行等で荷物が多い場合は、口径が
20mm程度のものがお勧めですが、や
はり野鳥をしっかり見ようとすると、口
径が40mmのものがお勧めです。

対物レンズが大きくなれば、一般的に
重たくなりますが、重心のかかり方で、
同じ重量でも重たく感じたり、軽く感じ
たりする場合があります。軽い双眼鏡

の方が首にかけた時の負担は少ないのですが、風が強
い場所（強風時や、海岸沿い、船上等）での観察では、重
たいほうが風でブレずに観察することができます。

倍率の意味は、実際の距離を1／（倍率）
まで縮めた時と同じように見えるとい
う意味です。
例えば、100ｍ先にあるものを見た場

合、８倍の双眼鏡は、100m×1／（8倍）＝12.5m、10倍
の双眼鏡では100ｍ×1／（10倍）＝10mの距離で見た
時と同じ大きさに見えるということになります。

最初の数字は「倍率」。後ろの数字は、
対物レンズの口径の直径（mm）です。

10倍の双眼鏡を使った時

100m10m

重さの
違い

炎天下等で、特に白
い野鳥（ダイサギ等）
を見ると、境界が青
白くぼんやりするこ

とがあります。これは、波長の違う光
が、双眼鏡のレンズを何枚も通ること
でズレが生じてしまうために、発生し
てしまう現象です。
この色にじみを軽減するために、蛍
石、フローライト、特殊低分散ガラス
（ＥＤ、ＸＤ等）の高性能レンズが使用
されています。

※色にじみを説明するために画像を強調しています。

色にじみ

双眼鏡を覗く時、双眼
鏡の接眼レンズ面と眼
球の間には隙間があり
ます。この隙間が、ど

のくらいまで離れても、しっかり見える
かを示したのがアイレリーフです。アイ
レリーフが10mm程度の物は、目をか
なり接眼レンズに近づけないと見えな
いので、メガネをかけている人には不
向きです。メガネをかけている方には
15mｍ以上のものがお勧めです。

防水とはいえ、双眼鏡を
水中に沈めても大丈夫と
いうことではありません。
内部に窒素ガスを入れる

ことで、温度差によるレンズの曇りを防止
する機能のことです。防水機能のある双眼
鏡を選びましょう。

アイ
レリーフ 防水機能

表記の
見方

1000ｍ先のものを見た時、どの程度
の範囲が見えるかを記した数値です。
この値が大きいほど、広い範囲が見え
るようになるため、対象となる野鳥を見

つけやすくなり、野鳥の群れを見る時などに便利です。

1000ｍ
視界

接眼レンズ

対物レンズ

8×42
倍率 対物レンズの

口径の直径（mm）

対物レンズが
大きくなればなるほど、
明るく見えるが、
重たくなる。

値が小さい

値が大きい

この距離は、近くのものを見た時、ピン
トが合う最短距離を示しています。この
距離が短ければ短い程、近くのものを
見ることができるので、花や昆虫の観

察も楽しむことができます。

最短合焦
距離

色にじみしている 色にじみしていない

100m10m

接眼レンズ

アイレリーフ

双眼鏡を真横から見た図

くっきり！

対物
レンズの
口径

倍率の
意味

森林等、比較的近い距離で野鳥を見る
ケースが多い方は８倍、河川や湖沼、
海、上空等、遠くにいる野鳥を見るケー
スが多い方は１０倍をお勧めします。

１０倍の方がより対象に近づいた状態で大きく見える
反面、見える範囲が狭くなります。

8倍 10倍

８倍と
１０倍の
違い

〈電話〉03-5436-2626（平日10：00～17：00）
〈メール〉birdshop@wbsj.org

2928 フィールドマナー  ち  … 近づかないで、野鳥の巣Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/

10の
 ポイント！
双眼鏡を選ぶ時に何を基準に選ぶといいのか

わかりやすくご説明します。
ご不明点等、ご質問がございましたら、

日本野鳥の会までお気軽にお問合せください。

初心者にもわかりやすい！
双眼鏡のことがわかる



8倍モデルは人気のため、お届けに数ヶ月いただいております。
あらかじめご了承ください。

■サイズ（約）：幅11.0×長さ8.3cm　■ソフトケース、ストラップ付

軽　量

大人の男性は、持ちづらいと感じる方がいるかも知れません。防水
ではありませんので、雨や波しぶき等、注意が必要です。

自然な色を再現する高品質EDガラスを採用。
グラスファイバー強化樹脂製のタフで軽量コンパクトなデザイン。

値段から分かるように、見
え味は何も言うことはあ
りません。ピントリングの
位置が中央よりやや左に
寄っているため、手の大
きい男性が右手で持った
時に片手でピントリング
の調節ができます。

入門機としては、コストパフォーマンスが良い
機種です。ただし、問題点は、アイレリーフが
短いため、メガネをかけている方が覗くと、
視野が狭くなってしまい
ますので、メガネを
かけている方に
はお勧めで
きません。

ニコン スポーツスターEX 
8×25D CF
重さ：300g 視界：143m

￥15,120
割引価格 ￥11,340 

ニコン スポーツスターEX 
10×25D CF
重さ：300g 視界：114m

￥17,280
割引価格 ￥12,960 

■サイズ（約）：幅11.4×長さ10.3cm　■ソフトケース、ストラップ付

軽　量 防　水広視野

視野が狭くなってしまい
ますので、メガネを
かけている方に

それぞれのアイコンの説明 軽　量 本体重量が500g以下の双眼鏡です。

2メートル以内の最短合焦距離（もっとも近く
からピントが合う距離）を持つ双眼鏡です。

1,000m先の視界が130m以上あり、
対象を視界内にとらえやすいモデルです。

蛍　石
蛍石やフローライト系レンズを使用し、
特殊低分散ガラスより
さらに色収差の少ない像が得られます。

特殊レンズ 特殊低分散ガラスを使用し、
色収差を低減しています。

防　水 双眼鏡内部に窒素を充填したタイプの
防水仕様です。アイレリーフ 15mm以上のアイレリーフを持ち、

眼鏡をかけた方でも広視界の観察が可能です。

※8倍のみ該当する機種もアイコンをつけています。

軽　量 防　水アイレリーフ軽　量 防　水アイレリーフ

ペンタックス タンクロー  UP8×21
重さ：210g 視界：108m

￥9,180 
割引価格 ￥6,980 
 

20mmのアイレリーフを備えた、メガネを掛けた人にもおすすめ
の双眼鏡。入門用、サブ機にどうぞ。

ペンタックス
AD8×25 WP

重さ：300g 視界：96m
￥15,120
割引価格 ￥11,800 
■サイズ（約）：幅11×長さ10.5cm　■ソフトケース、ストラップ付

軽　量 防　水アイレリーフ

コンパクトでお手頃価格な
ハンディタイプ。

ペンタックスの売れ筋双眼鏡

ツァイス
TERRA ED　ポケット 8×25

重さ：310g 視界：119m
￥45,360
割引価格 ￥40,824 

ツァイス
TERRA ED　ポケット 10×25

重さ：310g 視界：97m
￥49,680
割引価格 ￥44,712 

■サイズ(約)：幅11.5×長さ11.1cm(共通)　■ソフトケース、ストラップ付

手の小さな子供向けの双眼鏡です。
お求めやすく、お子様への
プレゼントにもお勧めです。

ツァイス双眼鏡の特長を凝縮した
ポケットサイズの双眼鏡

広視野

手の大きな大人の男性でも
ピント合わせがしやすい。

101192商品番号 ■サイズ（約）：【8×20T*】幅9.7×長さ9.3cm、【10×25T*】幅9.7×長さ11cm
■レザーケース、ストラップ付

ツァイス
Victory Compact
8×20T*
重さ：225g 視界：118m

￥92,880
割引価格 ￥78,948 

ツァイス
Victory Compact
10×25T*
重さ：250g 視界：95m

￥99,360
割引価格 ￥84,456 101550商品番号 101560商品番号

軽　量 防　水
特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

別売オプション

TERRA ED
ポケット用ハードケース(別売)
 

103147商品番号

￥3,564 割引価格 ￥3,208

TERRA ED
ポケット用ハードケース(別売)

「おさんぽ鳥図鑑」
で紹介の

双眼鏡はこちら

最短合焦
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20
口径タイプ
折りたたむと、手のひらに収まる
コンパクトさがこの口径の売り。
対物レンズが小さいため、
30口径、40口径の双眼鏡に比べると
明るさや視界の広さに劣りますが、
旅行等のシーンで大活躍します。

会員価格 会員価格は公益財団法人 日本野鳥の会発行の会員証をお持ちの方が対象となります。！

100894商品番号 100894商品番号

100896商品番号

101191商品番号

103145商品番号 103146商品番号

双眼鏡

注目
ポイント

注目
ポイント

国内メーカーとしては、
高価ですが、見え味と
のバランスは良いで
す。ただ、ピントリング
の位置が、前方につい
ているため、人差し指
でピントを合わせるこ
とができず、使いづら
いと思う方がいるかも
しれません。

ニコン 8×20HG L DCF
重さ：270g 視界：119m

￥54,000 
割引価格 ￥45,900 
会員価格 ￥43,200 

ニコン 10×25HG L DCF
重さ：300g 視界：94m

￥59,400 
割引価格 ￥50,490 
会員価格 ￥47,520 

軽　量 防　水アイレリーフ

■サイズ（約）:【8×20】幅10.9×長さ9.6cm、【10×25】幅10.9×長さ11.2cm
■ソフトケース、ストラップ付

レンズ周辺まで像の歪みやにじみも少なく、
抜群の見え味

106350商品番号

106350商品番号

106360商品番号

106360商品番号

注目
ポイント

注目
ポイント注目

ポイント

注目
ポイント

グリップエリアには
安定感のある

ラバーコーティング

昆虫や草花などの
自然観察に有効な
最短合焦距離1.9M

会員価格 ￥6,500

みんなが待っていたジェネシスのコンパクトタイプが出ました。
コーワBD25は、25口径とは言っても軸が一つで、コンパクトにな
り切りませんでした。
コンパクトで、デザイン
も良く、出勤時も出張
時も、いつでも持ち歩
きたくなる一台です。

待っていたジェネシスのハンディタイプ注目
ポイント

防　水特殊レンズ アイレリーフ軽　量 広視野 最短合焦

■サイズ（約）：幅10.5×長さ11.2cm（8倍・10倍共通）

コーワ ジェネシス22
8×22
重さ：315g 視界：131m

￥102,600
割引価格 ￥87,210 

コーワ ジェネシス22
10×22
重さ：325g 視界：105m

￥108,000
割引価格 ￥91,800 106266商品番号 106267商品番号
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レンズは、KRコーティ
ングがされていて、水
や油をはじき汚れにく
く、汚れても簡単に拭
き取ることができま
す。ポロプリズムのタ
イプなので立体感は
良いですが、若干かさ
ばります。

見え味は名機「モナーク
7」には及びませんが、 
丈夫で軽く、持ちやすい
ボディー。アイレリーフ
も長く、ピントリングや接
眼目当ての操作性もス
ムーズです。初めて双眼
鏡を持つ方におすすめ ！ 
415gという軽さは、魅
力です。

見え味、明るさ共に抜
群です。コーワの自信
作。ピントリングのサ
イズや形状も良く、操
作性も良いです。

高級素材フローライト
系レンズを使用してい
るため、見え味は素晴
らしいです。コンパクト
な設計は魅力的。2m
からピントが合うので、
植物や昆虫の観察に
も使えます。

■ソフトケース、ストラップ付

コーワ YF30-6 
6×30
重さ：470g 視界：140m

￥11,880
割引価格 ￥10,098 
■サイズ（約）：幅11.4×長さ16.0㎝

コーワ YF30-8 
8×30
重さ：475g 視界：132m

￥12,960
割引価格 ￥11,016 
■サイズ（約）：幅11.4×長さ16.0㎝

軽　量 防　水広視野 アイレリーフ コーワ
ジェネシス33 プロミナー
8×33
重さ：590g 視界：140m

￥162,000
割引価格 ￥137,700 

コーワ
ジェネシス33 プロミナー
10×33
重さ：590g 視界：119m

￥172,800
割引価格 ￥146,880 

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

■サイズ（約）：幅12.1×長さ13.1cm　■ケース、ストラップ付

ツァイス Victory 
8×32 T*FL
重さ：550g 視界：140m

￥253,800
割引価格 ￥215,730 

ツァイス Victory 
10×32T*FL
重さ：560g 視界：120m

￥261,360
割引価格 ￥222,156 

■サイズ（約）：幅11.6×長さ11.7cm　■ケース、ストラップ付

 
エンデバーEDⅡ　8×32

重さ：540g 視界：126m
￥59,400
割引価格 ￥35,640 
■サイズ(約)：幅12.8×長さ13.2cm　■ソフトケース、ストラップ付

新進気鋭のメーカーが、色
収差を抑えたEDレンズを採
用した新型双眼鏡を開発。
また、ストラップを簡単に取
り外すことができるので、
汗をかいた後に、首にあた
る部分だけ洗濯できるのも
Goodです。

プロスタッフ７Ｓ
８×３０
重さ：415ｇ 視界：114ｍ

￥24,300
割引価格 ￥20,655 

プロスタッフ７Ｓ
１０×３０
重さ：420ｇ 視界：105ｍ

￥27,000
割引価格 ￥22,950 

■サイズ：幅12.3×長さ11.9ｃｍ　■ソフトケース、ストラップ付

防　水アイレリーフ軽　量

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

最近流行りの2ブリッジ
タイプ。持ちやすく、女
性の手にもなじみやす
いです。付属のストラッ
プは、簡易なものなの
で、お好きなものに交換
をおすすめします。

軽　量 防　水アイレリーフ

■サイズ(約)：幅12.8×長さ13.8cm　■ソフトケース、ストラップ付

ポロプリズムタイプなので像が
立体的に見える。 低価格ながら、窒素封入防水を装備。

ペンタックスが、双眼鏡をフルモデルチェンジ。 EDレンズを使った新たな双眼鏡！

コーワのフラッグシップモデル。
にじみ（色収差）が無く、見え味は抜群。

にじみ（色収差）が無く、見え味は素晴らしい。
バードウォッチャーの憧れの一台。

防　水特殊レンズ アイレリーフ
軽　量 広視野 最短合焦

室長 富岡の
おすすめ

106410商品番号 106411商品番号 101458商品番号 101459商品番号

100911商品番号

AD9×32 WP
重さ：500g 視界：117m

￥39,960 
割引価格 ￥29,000　　　　　　　　　会員価格 ￥28,000　100893商品番号 100893商品番号

106264商品番号 106265商品番号

ツァイス
CONQUEST HD 8×32 
重さ：630g 視界：140m

￥103,680
割引価格 ￥93,312 

ツァイス  
CONQUEST HD10×32
重さ：630g 視界：118m

￥111,240
割引価格 ￥100,116 

■サイズ（約）：幅11.8×13.2cm　■ソフトケース、ストラップ付

アイレリーフが長く、メ
ガネを掛けた方には、
とても使いやすいで
す。やや重いですが、
バランスが良い双眼鏡
です。次の一台という
方にお勧め。

防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ

XDレンズを使って
いるので、色収差が
抑えられています。
重さも抑えられてい
ますので、女性にも
おすすめです。

コーワ BD32-8XD
プロミナー 
重さ：560g 視界：131m

￥47,520
割引価格 ￥40,392 

コーワ BD32-10XD
プロミナー 
重さ：530g 視界：105m

￥50,220
割引価格 ￥42,687 

■サイズ(約)：幅12.2×長さ11.8cm　■ソフトケース、ストラップ付

防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ

コンパクトでバランスがとれた双眼鏡。 価格にたがわず、見え味は格別です。

106334商品番号
101673商品番号

106335商品番号
101674商品番号

101563商品番号 101564商品番号

防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ

「おさんぽ鳥図鑑」
で紹介の

双眼鏡はこちら

会員価格 会員価格は公益財団法人 日本野鳥の会発行の会員証をお持ちの方が対象となります。！

30口径で、コンパクトで軽く、視野が広い。ラバーの厚みも抑えて、
重さも軽くなっています。女性や手の小さめの男性には、ぴったり
サイズだと思います。

モナーク7　8×30
重さ：435g 視界：145m

￥48,600
割引価格 ￥41,310 

モナーク7　10×30
重さ：440g 視界：117m

￥51,840
割引価格 ￥44,064 

■サイズ（約）：幅12.3×長さ11.9cm
■ソフトケース、ストラップ付　

■サイズ（約）：幅12.3×長さ11.9cm

ニコン歴代の名機に仲間入り。

30
口径タイプ
バードウォッチング用の双眼鏡として、
ラインナップが多く、
もっとも人気があるのがこのサイズ。
大きさ、重さ、
見え味のバランスが良く、
初めて双眼鏡を購入される方にも
おすすめです。 101454商品番号 101455商品番号

双眼鏡

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

高反射誘電体多層膜を
採用した補助プリズムと、
位相差補正コーティングを
施したダハプリズムにより、
明るく自然な色調と
鮮明な視界を実現

ED（特殊低分散）
ガラスを採用し、
色にじみの
原因となる
色収差を補正

窒素ガスを
充填した

本格防水仕様



この価格で、これだけの見え味なら納得です。40口径のダイナミッ
クさが楽しめます。

にじみの少なさ、明るさ、視野の広さ等、
スペックや価格以上に感じられる
機種です。

40
口径タイプ
大きな対物レンズを装備し、
他の口径にない明るさや視界の広さを持つ
機種が多いのがこの40口径。
しっかりと野鳥を観察・
識別したい人にはこちらがおすすめです。
一日中屋外を歩く方や、手の小さな方には、
かさばり、重く、使いづらいと
感じるかもしれません。

双眼鏡

注目
ポイント

コーワ
BD42-8XD プロミナー
重さ：660g 視界：131m

￥54,000
割引価格 ￥45,900 

コーワ
BD42-10XD プロミナー
重さ：655g 視界：108m

￥56,160
割引価格 ￥47,736 

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

■サイズ（約）：幅12.7×長さ13.2cm　■ソフトケース、ストラップ付

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

ツァイス
CONQUEST
8×42HD
重さ：795g 視界：128m

￥114,480
割引価格 ￥103,032 

ツァイス
CONQUEST
10×42HD
重さ：795g 視界：115m

￥122,040 
割引価格 ￥109,836 

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

■サイズ（約）：幅12.0×長さ15.0cm　■ケース、ストラップ付

見え味は抜群です。ニ
コンの力作。ただし42
口径は、重さが気になる
ところ。女性にはホルス
ター型のストラップ「ク
ビラック」のご使用をお
勧めします。重さが気に
なる方には、32口径が
お勧めです。

ニコン EDG 8×32
重さ：655g 視界：136m

￥194,400
割引価格 ￥165,240 

ニコン EDG 10×42
重さ：790g 視界：114m

￥246,240
割引価格 ￥209,304 

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

■サイズ（約）：【8×32】幅13.9×長さ13.8cm、【10×42】幅14.1×長さ15.1cm
■ケース、ストラップ付

見え味、明るさは、言うま
でもありません。コーワ
の自信作。ピントリングは
金属製で、細かいギザギ
ザは気持ち良いし、滑り
ません。約940g（8倍）
と重いので、ホルスター
型のストラップ「クビラッ
ク」とのセットがお勧め。

ニコン
モナークＨＧ ８×４２
重さ：665g 視界：145m

￥124,200
割引価格 ￥105,570 

ジェネシス44 8.5×44
重さ：940g 視界：122m

￥189,000
割引価格 ￥160,650 

ニコン
モナークＨＧ 10×４２
重さ：665g 視界：121m

￥129,600
割引価格 ￥110,160 

ジェネシス44 10.5×44
重さ：960g 視界：108m

￥199,800
割引価格 ￥169,830 

■サイズ（約）：高さ145mm×幅131mm ■対物レンズ有効径：42mm
■最短合焦距離：2.0m ■ケース、ストラップ付き

■サイズ：幅13.8×長さ16.5
■ケース、ストラップ、接眼キャップ付き

※双眼鏡は含まれません

クビラック ブラック 
￥3,065 
■素材：ポリプロピレン、牛革、
　スチール
■重さ（約）：50g　■日本製

ホルスター型
クビラックⅢ 
￥5,122 
■素材：ポリプロピレン、牛革
■重さ（約）：170g　■日本製

40口径の双眼鏡は重いので

クビラックがおすすめです。
詳しくは
P.25軽量かつお求めやすい価格です。

■サイズ（約）：幅12.9×長さ14.5cm　■ソフトケース、ストラップ付

ニコン
モナーク 5 10×４２
重さ：600g 視界：96m

￥46,440 
割引価格 ￥39,474 

ニコン
モナーク 5 ８×４２
重さ：590g 視界：110m

￥44,280 
割引価格 ￥37,638 

防　水特殊レンズ アイレリーフ特殊レンズ アイレリーフ

コーワのバランスの良い双眼鏡。42口径、XDレンズ搭載で、良い価
格設定です。旧タイプに比べてより明るく、さらに色収差が抑えられて
います。

素晴らしい見え味に加えて、持ったとき
のバランスや、ピントリングの使いやす
さも魅力です。複式のFLレンズにより
色のにじみを抑え、クリアな視界です。
2016年11月より、ボディのカラーが
グレーからブラックに変更になる予定で
す。くわしくはお問い合わせください。

ツァイス Victory
SF 8×42
重さ：780g 視界：148m

￥334,800
割引価格 ￥301,320 

ツァイス Victory
SF 10×42
重さ：780g 視界：120m

￥345,600
割引価格 ￥311,040 

■サイズ（約）：高さ17.3cm×幅12.5cm
■対物レンズ径：42mm　■最短合焦距離：1.5m　■アイレリーフ：18mm
■ケース、ストラップ付

アイレリーフが長く、メガネを
かけた方には使いやすいで
す。ただし、やや重さが気にな
りますので、ホルスター型の
ストラップ「クビラック」を使用
するのをお勧めします。

モナークシリーズは、2002年の発売以
来14年の歴史があります。その中で進
化してきたモナークHGは、ニコンが力
を入れていることがよくわかる機種。視
界の広さ、明るさ、見え味は、シリーズ最
高。重さ、持ちやすさも良いバランス。価
格の設定もしっかり考えられていて、コ
ストパフォーマンスも魅力的です。

ニコンのミドルクラス。 旧BDシリーズに比べ、レンズ性能の向上で、
色のにじみが抑えられています。

見え味は
抜群です。

進化する
モナークシリーズ

コーワのフラッグシップモデル。
にじみ（色収差）が無く、見え味は抜群です。 ニコンのフラッグシップモデル。

ツァイスの最高級
モデルが新登場！

101451商品番号 101452商品番号 106332商品番号 106333商品番号

101671商品番号 101672商品番号
101471商品番号

106262商品番号

101472商品番号

106263商品番号 101443商品番号 101446商品番号

101665商品番号 101666商品番号

103290商品番号

103331商品番号

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/ 3534 Wild Birdメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 会員価格 会員価格は公益財団法人 日本野鳥の会発行の会員証をお持ちの方が対象となります。！ ※価格は全て税込表示です。

ニコン
モナーク7　8×42

重さ：650g 視界：140m
￥59,400
割引価格 ￥50,490 

ニコン
モナーク7　10×42

重さ：660g 視界：117m
￥62,640
割引価格 ￥53,244 

■サイズ（約）：長さ14.2×幅13cm　■ソフトケース、ストラップ付
101447商品番号 101448商品番号

光学系には新たに
ED（特殊低分散）

ガラスを採用し、色にじみの
原因となる色収差を補正

接眼目当ては扱いやすい
ターンスライド

（回転繰出し）方式を採用

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

室長 富岡の
おすすめ

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

対物レンズと
接眼レンズに傷に強い
コーティングを採用



60
口径

とにかく装備を軽くしたい！ 
という方に値段も手頃な小型望遠鏡

観察する時は、いつも順光、晴天とは限らない。
過酷な環境でも威力を発揮します！

60ミリより“ちょっと大きめ”が人気の秘密。
中口径クラススコープの超ロングセラーです。

774は被写界深度が深いので
デジスコを検討されている方にもお勧めです。

884は明るさや見え味が抜群で、
シギチドリ等、ストレスなく識別することができます。

蛍石を採用した
コーワのフラッグシップモデル。 フィールドスコープの倍率が1.6倍に！

フィールドスコープの前後バランスを自由に設定

■サイズ(約)：幅3×長さ16cm　■重さ(約)：60g

エツミ スライディングプレート
￥2,160 102531商品番号

■重さ(約)：100g　■サイズ(約)：長さ4.5cm

コーワ 1.6倍エクステンダー TSN-EX16
￥43,200 105545商品番号

三脚とスコープの間に装着することで、前後のバランスを調整で
き、観察や撮影がより快適に。ニコンモナーク60口径に特にオス
スメです。

コーワ製のスコープ
「TSN884/774シ
リーズ」の焦点距離を
1.6倍に延長するテレ
コンバージョンレンズで
す。オプションパーツを
併用することにより写
真撮影をすることも可
能です。

スライディングプレート装備で
前後のバランス調整が可能。
80口径サイズのスコープも
しっかり支えてくれます。
オイル雲台装備。

ベルボン　DV-538
割引価格 ￥18,900 102503商品番号

■サイズ（約）：172cm
　　　　　　  (伸長・エレベーター使用時)、
　　　　　　  64.5cm(縮長)
■重さ（約）：2,080g
■耐荷重：2.5kg
■ソフトケース付

50
口径

60
口径

70
口径

80
口径

80
口径

コーワ TSN-774プロミナー（口径77mm）
アイピース TE-11WZ（25-60倍ズーム）セット

重さ：1330g
￥248,400
 

防　水特殊レンズ

コーワ TSN-884プロミナー（口径88mm）
アイピース TE-11WZ（25-60倍ズーム）セット

重さ：1520g
￥356,400
 

防　水特殊レンズ蛍　石

防　水特殊レンズ軽　量

ニコン フィールドスコープ ED50 （口径50mm）
アイピース20～60倍ズームMC Ⅱセット

重さ：（約）455g
￥78,840
 

Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/Wild Birdメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 3736 ※価格は全て税込表示です。
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脚
の
組
み
合
わ
せ
！

割引価格 ￥67,014 105883商品番号

■サイズ(約):長さ20.9cm　■ソフトケース付

割引価格 ￥211,140 105878商品番号

■サイズ（約）:長さ30.4cm　■ソフトケース別売

割引価格 ￥302,940 105879商品番号

■サイズ（約）:長さ32.9cm　■ソフトケース別売

注目
ポイント

とにかく軽くてコンパクト！

この三脚は、
たたんだ時の長さが39cm！
重さも1kg程度でデイパックに
入れて持ち歩きできます。

ベルボン　ウルトラ 355
割引価格 ￥13,800 102501商品番号

■サイズ（約）：152cm
　　　　　　  (伸長・エレベーター使用時)、
　　　　　　  39cm(縮長)
■重さ（約）：1,120g
■耐荷重：1.5kg
■ソフトケース付

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

大口径スコープで
しっかり観察したい方にオススメ！

注目
ポイント

60口径から70口径のスコープまで対応！

動きに粘性を持たせた
ワンストップ式雲台を装備。

ベルボン
シェルパ435II&
PH-157Qセット
割引価格 ￥16,000 102502商品番号

■サイズ（約）：166cm
　　　　　　  (伸長・エレベーター使用時)、
　　　　　　  63cm(縮長)
■重さ（約）：1,570g
■耐荷重：2kg
■ソフトケース付

注目
ポイント

注目
ポイント

注目
ポイント

特殊低分散レンズを採用した
高級機種

コーワTSN-664M プロミナー
アイピース TE-9Z（20-60倍ズーム）セット

重さ：（約）1020g
￥131,760
 

防　水特殊レンズ

割引価格 ￥111,996 105882商品番号

■サイズ(約):長さ31.2cm　■ソフトケース別売

注目
ポイント

待望の「モナーク」望遠鏡

ニコン モナーク フィールドスコープ60ED-S
アイピース（30-60倍ワイドズーム）セット

重さ：（約）1,660g
￥210,600
 

防　水

割引価格 ￥179,010 101478商品番号

■サイズ（約）:長さ35.4cm（フード収納時）

注目
ポイント

待望の「モナーク」望遠鏡

ニコン モナーク フィールドスコープ８２ＥＤ-Ｓ
+アイピース（３０-６０倍ワイドズーム）セット

重さ：（約）2,050g
￥243,000
 

防　水

割引価格 ￥206,550 101479商品番号

■サイズ（約）:長さ41.7cm（フード収納時）

注目
ポイント

※接続にはバランスプレートの
　使用がおすすめです。

割引価格 ￥36,720

会員価格 会員価格は公益財団法人 日本野鳥の会発行の会員証をお持ちの方が対象となります。！

コーワ　TSN774・884におすすめ

ニコン　モナーク60口径におすすめ

自動車の窓に装着できる
「ウィンドウマウント」

●マウントを装着したままの走行は危険ですのでおやめください。●マウント
を強く締めすぎたり、耐荷重以上の望遠鏡・カメラを接続すると窓ガラスが破
損する場合があります。ご注意ください。

バンガード 
カーウィンドウマウント 
PH-222
￥16,938
割引価格 ￥9,485 102530商品番号

■サイズ（約）：14.5ｃｍ（高さ）
■重さ（約）：630ｇ　■耐荷重：2kg

自動車内から使用する際
は、マナーを守って、野鳥
や人に迷惑を掛けないよ
うにしてください。

室長 富岡の
おすすめ

注目
ポイント



通信販売のご案内

個人情報の取り扱いについて
ご連絡いただきましたお客様の個人情報は、カタログやご注文商品のお届け等の他、
当会の事業を実施する目的にのみ、利用させていただきます。今後、当会からの案内
を送らせていただく場合がありますので、ご不用の方は、上記の通信販売受付まで
ご連絡くださいますようお願いいたします。

プレゼント包装・配送
●プレゼント包装のご希望を1個
￥190（税込）にて承ります（一
部商品は不可）。注文用紙の
記入欄に包装個数をご記入く
ださい。

●プレゼント配送（別送）ご希望
の場合、お支払いはクレジット
カードをご利用ください。

　お客様ご本人が同時に商品をお求めの場合、まとめて代金引換でのお支
払いも可能です。いずれの方法も難しい時は、前払いでのご案内をいたし
ますのでお問合せください。

●ワイルドバードカレンダーはプレゼント包装ができません。

価格について
●カタログの価格表示は税込価格（消費税8%）としています。割引価格
の記載がある商品は日本野鳥の会「会員」はもちろん、会員以外の方も
割引価格でお買い求めいただけます。但し、会員価格は「会員」（公益
財団法人 日本野鳥の会発行の会員証をお持ちの方）が対象となります。

商品の色調・仕様について
●印刷の都合により､ 実際の色調と若干異なる場合があります。また、改
善等、都合により掲載商品の仕様変更を予告なく行うことがあります。
あらかじめご了承ください。

領収書の発行について
●【代金引換】配送時に配送業者がお渡しする「代金引換領収書」（配
送伝票の一部）が、正式な領収書となります。

●【クレジットカード】お客様のご契約のクレジットカード会社が発行する利
用明細をもって領収書にかえさせていただきます。

※宛名や但し書きの変更が必要な場合など、ご希望の方には当会より領収書を発行い
たします。【代金引換】「代金引換領収書」（コピー不可）を当会までご送付の上、お
宛名、但し書き、送付先をお知らせください。「代金引換領収書」を紛失されますと、
当会からの領収書は発行できません。【クレジットカード】お宛名、但し書き、送付先を
お知らせください。

どちらかお選びください。
※ご指定が無い場合は「代金引換」にて手続きさせていただきます。　
ご了承ください。（代引手数料は当会負担）

1.代金引換
商品お届け時に代金をお支払い願います｡ 代金引換でのお届け先は
ご自宅あるいは勤務先のみとさせていただきます。

2.クレジットカード 〈表示のカードがご利用いただけます〉

お支払いは「1回払い」になります。
「日本野鳥の会カード」（P.27）に限り、支払回数が選べます。

お 支 払 い 方 法

ご 注 文 方 法

返 品 ・ 交 換
●万一、お届けの商品に汚れ、傷や破損があったり、ご注文と違う商品が
届いた場合には当会で責任をもってお取り替えいたします。

●商品番号の書き間違いやお客様のご都合により返品・交換をご希望の
場合、返送料はお客様ご負担（当会からの交換商品は着払いにてお届
けいたします）にて承ります。

●いずれの場合も商品到着後10日以内にご連絡ください。

●本・ビデオ・DVD・CD・食品・消耗品および、使用後の商品については
交換できません（不良品や破損品を除く）。

梱 包 送 料
●お届け先1ヶ所につき日本全国￥700均一です。お買物の合計金額に
加算の上、ご請求させて頂きます。

お届け時間帯指定
●ご希望の時間帯がございましたら、午前中／12～14時／14～16時
／16～18時／18～21時よりご指定ください。交通事情や天候などの
影響により、配達が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

お 届 け
●ご注文をお受けした日から1週間～10日（年末年始をのぞく）でお届けし
ます（商品によってはもう少しお待ちいただく場合がございます）。また､商
品売り切れによりお届けできない場合もございますが、その際はご容赦願
います。

●商品は10月8日（一部商品を除く）以降に順次お届けいたします。

通販カタログ「バードショップ」2016年秋冬号
2016年10月1日発行
＜発行＞公益財団法人 日本野鳥の会
〒141-0031　東京都品川区西五反田3-9-23丸和ビル
電話：03-5436-2626（平日10:00～17:00）
メール：birdshop@wbsj.org

日本野鳥の会の会員になるには、資格も年齢制限もありません。野鳥
や自然を大切に思う方なら、どなたでも会員になれます。ご入会につい
てはお気軽にお問合せ下さい。会員

 募集中！！

お買い物の際のご寄付、
ありがとうございます。
ご注文の際にみなさまからいただくご寄
付。1年を通して集まると、とても大きな支え
となります。平成27年度は、1805件、総額
2,220,823円のご寄付をいただきました。
今後もご支援をよろしくお願いいたします。

03-5436-2630（平日10：00～17：00）

注文用紙のこちらに
ご寄付いただける金額を
ご記入ください。

イメージ

http://www.wbsj.org/shiryou@wbsj.org

「バードショップ」
直営店

JR山手線目黒駅より、東急目黒線で1駅。東京都品川区の「不動前駅」
近くに日本野鳥の会の直営店「バードショップ」があります。
野鳥のこと、双眼鏡のこと、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

バードショップ
公衆トイレ公衆トイレ

ドラッグ
ストア
ぱぱす carna五反田

〈アクセス〉
東急目黒線「不動前」駅より
徒歩約5分

直営店「バードショップ」
営業時間：11:00～17:00
定休日：日曜日・祝日・年末年始
電話：03-5436-2624

〒141-0031
東京都品川区西五反田3-9-23丸和ビル3F

毎週土曜日も営業中

インター
ネット

バードショップオンライン「Wild Bird」をご利用ください。

日本野鳥の会　wildbird 検 索

http://www.birdshop.jp/URL 携帯版は
こちらから

お電話
〈通販専用電話〉03-5436-2626
〈受付時間〉平日10:00～17:00 ご注文の際に、会員番号またはお客様番号をお伝えください。

FAX
24時間受付

〈通販ＦＡＸ〉03-5436-2636
折りこみの注文用紙にご記入の上、ご送信ください。 郵便 折りこみの注文用紙に必要事項を

ご記入の上ご投函ください。

（切手不要）

3938

※ポイントの付与とご利用は直営店「バードショップ」
　でのお買い物に限らせていただきます。

500円のお買い物で1ポイント（ご購入
金額の4％相当）を差し上げます。10ポ
イントで200円分のお買い物にご利用
いただけます。有効期限はありません。

ポイントカードでお得！

日本野鳥の会は、2010年、絶
滅危惧種のシマフクロウが生
息する北海道内の日本製紙株
式会社の社有林126haにつ
いて保全協定を結び「野鳥保

護区」としました。また、132haの社有林を、シマフク
ロウに影響を与えないような森林管理をする覚書を
結びました。その後、同社の社員とともに調査を実施
するなど、企業とNGOが連携して活動をしています。
当時担当だった私は、社員の皆さんと「シマフクロウ
の生息地を将来的にどう保全していくのか」、ときには
保護区を歩きながら、ときには盃を交わしながら語り
あっていました。

2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震による津
波で日本製紙株式会社石巻工場が壊滅的な被害を受
けました。私たちにとって他人事とは思えない出来事
でした。
当時の様子は、『紙つなげ！ 彼らが本の紙を造ってい

る』で語られていますが、誰もが復興は不可能だと思
うほどの被害でした。その後、数々の困難を乗り越え、
無事復興を遂げることとなります。

あれから5年、このカタログの紙を日本製紙株式会社
製の紙に替えることになりました。3月に届いた春夏
号のカタログを手にして「この紙は、もしかしたら石巻
工場で作られたものではないか？」と思い、担当の方
に連絡したところ、「そのとおりです。『紙つなげ！』でも
登場した石巻工場のN6マシン（N6抄紙機）で作った
紙です！」という返事が返ってきました。
それまでは、カタログの紙がどんな紙なのか、気にも
留めていませんでしたが、この瞬間、紙に対する考え
や思いが大きく変化しました。

ご紹介する『紙つなげ！ 彼らが本の紙を造っている』
は、被災から復活への話とともに、たくさんの人たち
の紙への想いや、紙が作られる過程、紙の大切さが語
られています。

図鑑や読み物、
ウェアなどバー
ドウォッチング
に役立つグッズ
が勢ぞろい。

このカタログは、日本製紙の「オーロラＬ」を使用しています。

紙つなげ！
彼らが本の紙を
造っている
￥1,620 

■四六版、ハードカバー
■267ページ
■早川書房

002013商品番号

室長 富岡の
おすすめ

「お買い物総額が
あと5円で1万円！」と
いうときなどに

ぜひご検討ください。




