
野鳥の歌声と自然の音色に癒される。
CD「BIRD SONGS」発売！

通販カタログ バードショップ 2017年 春夏号

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。SpringÊ &

Summer

2017

カタログ有効期限 2017年9月30日

オリジナルTシャツ
新発売！

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。

P.4

P.16～17 P.35

　
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 

サシバの里の里山うどん
250g入り×5袋セット
￥2,160 

■特別栽培米兵庫県但馬産コシヒカリ5kg入り
■JAたじま

■内容量：1袋250g入り×5袋
■原材料：小麦粉、食塩　■賞味期限：製造から1年
■サシバの里自然学校農場
■本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。

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

絶滅危惧種の猛禽類チュウヒが繁殖する大潟
村は、ヨシ原を中心に、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、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

720197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。雑穀がお好
きな方はぜひ玄米をご賞味ください。

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。

栃木県市貝町で、無農薬、無化学肥料（有機肥料のみ）で栽培した小麦で作ったうどんです。
除草は、小型耕運機と手作業。除草剤は一切使っていません。

収穫後は、天日干しで乾燥。有機小麦専門の製麺所で加工しました。
畑にはサシバのおもな食べ物であるバッタやトカゲ、カエルが多く、

サシバにとってよい狩り場になっています。自然と人の共生を目指す市貝町が認定した「サシバの里ブランド」第1号。

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
ホウネンエビ

生き物と一緒につくるお米

サシバの生息環境に配慮して作ったうどん

P.4

竹杭に留りエサ
を探すサシバ

収穫前の麦畑

脱穀の風景

収穫前の麦畑収穫前の麦畑

脱穀の風景

奥日光　戦場ヶ原

ツァイス テラEDグレー

オリジナルTシャツ
新発売！

ツァイス テラEDグレー



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/

バードウォッチングを始めよう！
日本国内で観察された
　　　ほとんどの野鳥を収録！

観察した野鳥や
自然を記録しよう

バードウォッチングが何倍も楽しくなる！
　　日本野鳥の会のバードウォッチングスターターセット

よく見られる野鳥をセレクトして掲載しているから、調べやすい

手ぶらでも始められるバードウォッチングですが、
美しい野鳥がより鮮明に観察できる「双眼鏡」や、
野鳥の名前や生態が分かる「図鑑」があれば、
バードウォッチングはより一層楽しくなります。
このページでは、日本野鳥の会がおすすめする
バードウォッチングにあると便利なアイテムをご紹介します。

お役立ち
アイテム特集

1982年の初版発行以来、多くのバード
ウォッチャーからバイブルとも呼ばれる
ロングセラー図鑑です。

目の前にいる野鳥を図鑑で調べるのは本当に大変です。この図鑑は、よく見られる野鳥
に絞って掲載しており、「身近な鳥」「山林とその周辺の鳥」「泳いでいる鳥」等、初心者
でも検索しやすいページ構成になっています。

ハンディ図鑑
2冊を1つにまとめるカバー。

使いやすさが人気のコクヨ製オリジナル野帳を
ベースにした、日本野鳥の会オリジナルモデル。

図 鑑図鑑&双眼鏡

図 鑑

付属のシールを貼るとお持ちの図鑑が鳴き声図鑑に！
「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。

P.2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！使い方が

でわかる！ 

YouTubeで
「鳴き声タッチ
ペン」で検索

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。

103801商品番号

1 ニコン プロスタッフ7S 8×30
2 野鳥観察ハンディ図鑑 新・山野の鳥 改訂版
3 野鳥観察ハンディ図鑑 新・水辺の鳥 改訂版
4 一括ブックカバー（ハンディ図鑑2冊を1つにまとめるカバー）

鳴き声
を

調べる

識別だけにとどまらない図鑑

より鮮明に野鳥を観察したい方はこちらがおすすめこれからバードウォッチングを始める方におすすめ！

野鳥の事を知りたいと思った時、もちろん識別も重要
ですが、基本的な知識も必要です。鳥と哺乳類の共通
点は？留鳥は移動しない？その答えは、この図鑑に書い
てあります！

野鳥の事を知りたいと思った時、もちろん識別も重要
ですが、基本的な知識も必要です。鳥と哺乳類の共通
点は？留鳥は移動しない？その答えは、この図鑑に書い
てあります！

■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）

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

バードウォッチング野帳セット
                                   各￥1,458 A 3色（各色一冊）セット 

B ツバメ3冊セット  　 
606799商品番号

606788商品番号

C アホウドリ3冊セット 
D コマドリ3冊セット  　 

606789商品番号

606787商品番号

詳しくは
24ページ

5ページに
対応CD
あります

♪

ノート

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。

B

A

　　　　一括ブックカバー 
￥432 651010商品番号

000241商品番号

000251商品番号

スターターセット　プロスタッフ7S  8×30
￥26,028  　　　 　  セット割引価格 ￥19,440 198129商品番号

セット
内容

スターターセット　モナーク7 8×30
￥50,328  　　　 　  セット割引価格 ￥37,800

1 ニコン　モナーク7 8×30
2 野鳥観察ハンディ図鑑 新・山野の鳥 改訂版
3 野鳥観察ハンディ図鑑 新・水辺の鳥 改訂版
4 一括ブックカバー（ハンディ図鑑2冊を1つにまとめるカバー）

198130商品番号

セット
内容

双眼鏡の性能は
32ページ

双眼鏡の性能は
32ページ

ツバメ アホウドリ コマドリ

スターターセット　モナーク7 10×30もございます。
198131商品番号セット割引価格 ￥39,960
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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。

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

この季節、「ヒナを拾ったのですが…」との
お問い合わせを多くいただきます。「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。

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

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

000290商品番号

000300商品番号
000280商品番号

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

守りたい場所、好きな場所があるみなさんへ

■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

CD鳴き声ガイド 日本の野鳥 6枚組
￥4,860 500230商品番号

野鳥の声を聞き分ける＆覚えるためのハウツーＣＤ

知れば知るホドおもしろい　鳴き声の世界

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。

地域による鳴き声の違い・さえず
り・地鳴き・雌など377種（亜種
含む）、800以上のパターンを
収録！鳴き声を楽しむ情報のひと
つ、収録日・収録地を記載！フィー
ルドガイドと同じ掲載順なので、
フィールドガイドがあれば解説を
見ながら楽しめます。

このCDでは、高原や森林で聞かれる野鳥の鳴き声と、その周りの
自然音を収録しています。川のせせらぎが清々しい森林の朝、さえ
ずりで賑やかな高原がヒグラシの声とともに暮れ、フクロウの声が
響く夜の森…と、それぞれの場面を想像しながらお聴きください。

オオルリ／ヒガラ／クロツグミ

フクロウ

ウグイス／アカゲラ／カッコウ
アカハラ／センダイムシクイ

ホオジロ、シジュウカラ、ウグイス、アカゲラ、
ゴジュウカラなど

カンタン（虫）

コマドリ、ホトトギス、ホオジロ、キビタキ、
カケス、ゴジュウカラ、サンショウクイ、
エゾムシクイ、ヒグラシ（虫）など

A

　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

500210商品番号 500220商品番号

野鳥の声を聞き分ける＆覚えるためのハウツーＣＤ

●癒されたいとき
●気持ちよく眠りにつきたいとき
●集中したいとき　など

「朝のせせらぎ」

「夜の森」

「高原に輝く歌声」

野鳥の声がずっと流れるCD
「BIRD SONGS」
～高原や森林の鳥～
                                   

■収録・構成：松田道生　■収録：約57分 
■収録地：栃木県日光市
■写真：宮本昌幸、中野泰敬
■紙製ジャケット

￥2,160 500240商品番号

～高原や森林の鳥～
   ￥   ￥   
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・
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・
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生きものの楽しみ方は無限大！

描く、見る、聞く…。家でも野鳥に癒される

自由研究にも！鳥と虫の逆引き図鑑と、植物の不思議

マニアック？でも興味深い！飛翔写真がすごい！

コーヒー選びからできる

熱帯雨林の木陰を利用したシェードグロウン（木陰栽培）、かつ有機栽培されたコーヒー豆
を、プレミアム価格で買い取ることで生産農家を支えつつ、渡り鳥たちの休息地である森林
を守っているのがバードフレンドリー®コーヒーです。栽培された環境や生産農家のことを
気にかけてコーヒーを選ぶ人が増えることが、生態系や生物多様性を守ることにつながっ
ていきます。
味は、当会が保護活動をすすめる「シマフクロウ」のもつ重厚感や、生息地である落ち葉やカ
ツラの甘い香りがする北海道東部の森をイメージしました。

SISAM COFFEEのコーヒー豆は、自
然豊かなフィリピンのコーディリエラ
地方で、村人に必要な現金収入と森の
保全を両立する道として育てられてい
ます。コーヒーの木だけでなく、様々な
植物を一緒に植える「森林農法」によ
り、森を守り、生産者が単一の作物に頼
るリスクを減らします。
カカオのような香りでコクのある深煎
りのコーヒー。ドリップパックのため、ど
こでも気軽に召し上がれます。

BA

A 粉 
B 豆   　 

710183商品番号

710184商品番号

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

●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

【認証基準】

シェード
ツリー

コーヒー
の木

バードフレンドリー®コーヒー認証とは

バードフレンドリー®コーヒー豆を使用した

お好みの濃さでホットコーヒーを作ります。
ボウルに氷を入れ、その中にポットを設置します。
ポットにホットコーヒーを注ぎ、スプーン等で十分冷える
までかきまぜます。

粉70ｇを市販のお茶パックに入れます。
水１リットル（軟水がお薦め）にそのパックを入れて10時
間程度おきます。
お茶パックを取り出したら完成！

急冷式

水出し（まろやかな味になります）

1

1

2

2

3

3

水や抽出時間、粉の量によって味が変わりますので、
お好みに合わせて調整してください。

SISAM COFFEE（シサムコーヒー）深煎り
                                   

■内容量：10ｇ×15袋　■産地：フィリピン　■賞味期限：製造より1年
■シサム工房

￥2,376 710188商品番号

日本野鳥の会
オリジナルコーヒー

フェアトレードコーヒー

夏は
　アイスで！

130種類以上の鳥
の描き方を紹介。特
徴をとらえた、かわ
いい鳥が描けたら、
見つけた鳥の記録
が楽しくなる！

鳥の羽や足跡、古巣など、鳥
が残した生活の痕跡を楽し
むガイド本。野鳥そのもの
を“見る・撮る”とはひと味違
う、新しい鳥観察。

小鳥はどの羽をどのように使って飛ぶのか？野外
での撮影に成功した93枚の写真とともに、飛び立
ち、急制動、失速防止飛翔、採餌飛翔など、14種
類の飛び方を紹介。バードウォッチャーであり、飛
行機マニアである著者が、肉眼での観察が困難な
野外での小鳥の飛翔の瞬間をとらえ、航空工学の
面から解説しています。やや難解な言葉もありま
すが、写真が豊富でわかりやすい！

虫たちが残すユニークで特
徴のある食痕や産卵痕など
の“しわざ”150種を、豊富
な写真と共に紹介。痕跡を
残した虫の解説も充実。

■著：秋草 愛
■サイズ（約）：197mm×210mm、112ページ
■パイ インターナショナル

色えんぴつでかわいい鳥たち
￥1,512 005706商品番号

■著：箕輪義隆
■サイズ（約）：A5判、144ページ
■文一総合出版

鳥のフィールドサイン 観察ガイド
￥2,160 005704商品番号

■著：新開 孝
■サイズ（約）：A5判、144ページ
■文一総合出版

虫のしわざ 観察ガイド
￥1,944 005705商品番号

■著：野上宏
■サイズ（約）：A5判、112ページ　■築地書館

小鳥 飛翔の科学
￥2,376 005708商品番号

北海道で見られる野
鳥を中心に、約40
種の動物たちを収
めた細密画集。これ
は、動物たちの生命
のものがたり。

■著：増田寿志
■サイズ（約）：257mm×260mm、96ページ
■北海道新聞社

風のゆくえ　北の動物たちを描く
￥2,700 005707商品番号

■著・写真・録音：KanKan、監修：日本野鳥の会
■サイズ（約）：188×153mm（本）、62ページ
■CD：約60分　■アスコム

聞くだけで極上の癒しＣＤブック
心地よい鳥のさえずり
￥1,296 500993商品番号

見慣れた植物の魅力を、
マンガと写真、文章で解説
した新しい図鑑。植物に
秘められた秘密に、思わず
「へぇ！」と引き込まれます。

■著：花福こざる
■サイズ（約）：130mm×188mm、224ページ
■誠文堂新光社

おもしろ植物図鑑
￥1,512 005709商品番号

CDには、長野県の深い森や高原で録音
された、数十種の野鳥の声、森を渡る風の

音、川のせせら
ぎなどを収録。
登場する野鳥の
写真と解説、当
会会長・柳生博の
インタビュー記
事などを掲載し
た本もセットに。

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。

コーヒー認証とは
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食

　
　
　品

食

　
　
　品

無農薬栽培の黄金色麦茶
無農薬栽培の大麦を、自社特製の焙煎機で時間をかけ
てゆっくり煎りあげた麦茶。一般的な麦茶より色の薄い
“黄金色”の麦茶は、驚くほどに麦の甘みと香りが感じら
れます。大麦畑の一部では、収穫後に農地に水を張る「な

つみずたんぼ」を試験的に実施
しています。多くのシギ・チドリ
類やハヤブサなどが訪れている
「なつみずたんぼ」は、野鳥の休
息地としても注目されています。

全国でも有数なみかんの生産地、熊本県。
有機肥料、減農薬栽培されたみかんを皮ご
とスライスし、色鮮やかに乾燥させたドライ
フルーツです。口に入れると普通のドライ
フルーツとは違う、サクサク、パリパリな食
感と、濃縮された甘みと香りが広がります。
砂糖やオイル等の添加物は使用していま
せん。
※残留農薬検査済（227項目未検出）

農薬・化学肥料を使用せずに自然に近い状
態で育てられたバナナとライチ。マダガス
カル産の果実が、砂糖、添加物、オイル不使
用のドライフルーツになりました。かむほど
に旨みの出る、素朴で力強い味。生産団体
リチーランドは女性や農家に安定収入をも
たらすことを目的に設立され、子供たちに
教育支援も行っています。
※お届けは4月中旬以降を予定しております。

農薬や化学肥料に頼
らず栽培されたココ
ナッツから作りました。
酸化防止剤・漂白剤不
使用。クセがなく、適度
な濃さなのでカレー
はもちろん、デザート
やドリンク作りにも。

低温焙煎麦茶
むぎちゃん 
￥508
■内容量：500ｇ
■原材料：大麦（山形県庄内産）
■賞味期限：製造より1年
■庄内協同ファーム

710012商品番号

人と環境にやさしいフェアトレードのお茶

美味しくて環境にもやさしい果物を集めました。アウトドアのおともにも。

便利で美味しいと大人気！本格カレー自然栽培の国産茶

胃の働きを刺激して消化を促す作用
や、体の熱を冷まし疲労回復を促す作
用があると言われているレモングラ
ス。ハーブティーが苦手な方も飲みや
すい緑茶入り。

シンガンパティ紅茶
￥518 

緑茶入りレモングラスティー
￥475 

■内容量：ティーバッグ25g（1.8g×14包）
■原材料：紅茶　■原産国：インド　■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ください。

■内容量：ティーバッグ20g（2g×10包）
■原材料：レモングラス（スリランカ）、緑茶（日本）
■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ください。

720247商品番号 720205商品番号

みかんチップス
￥540 
■内容量：25ｇ
■原材料：みかん（100％熊本県産） 
■賞味期限：製造より180日
■明るい農村天水

710100商品番号

リーフのまま使用した贅
沢なティーバッグ。テトラ
型なので茶葉が十分に
開きます。

自然栽培の有機番茶を
焙じた香ばしいお茶。カ
フェインが少ないので
就寝前などにも。

無農薬栽培（有機栽培）の杉本園のお茶が、ついに！無農薬・無施肥の自然栽培になりました。

「やぶきた」品種のや
わらかな芽を使用し
た深蒸し茶。とろっと
した甘味が喉にすっ
と抜けていく優しい
味わいです。

スタッフおすすめ！
緑茶品種の「さやま
かおり」から作った
和紅茶。渋みがなく
まろやかで飲みやす
い味です。

自然栽培茶「ほうじ茶」2袋セット
￥1,512 

自然栽培茶「初芽」
￥1,404 

自然栽培茶「和紅茶」２袋セット
￥1,296 

■内容量：200g×2袋
■賞味期限：メーカー出荷より1年　■杉本園

■内容量：100g
■賞味期限：メーカー出荷より1年　■杉本園

■内容量：50g×2袋
■賞味期限：メーカー出荷より1年　■杉本園

710087商品番号710085商品番号 710185商品番号

農薬・化学肥料を使用せずに自然に近い状
態で育てられたバナナとライチ。マダガス
カル産の果実が、砂糖、添加物、オイル不使
用のドライフルーツになりました。かむほど
に旨みの出る、素朴で力強い味。生産団体
リチーランドは女性や農家に安定収入をも
たらすことを目的に設立され、子供たちに

「なつみずたんぼ」に訪れたクサシギ

黄金色に輝く麦畑

日本人の口に合うよう15種類
以上のスパイスをブレンド。材
料と一緒に炒めて一煮立ちす
るだけでスパイシーなカレー
のできあがり。動物性原料・化
学調味料・保存料不使用。

■内容量：220g（約22皿分）　■原産国：スリランカ　■原材料：（共通）醸造酢、塩、たまねぎ、にんに
く、ココナッツクリーム油、米、その他香辛料、（スパイシー）タマリンド、ショウガ、唐辛子、コリアンダー（ミ
ディアム）トマト、レモングラス（マイルド）タマリンド、ショウガ、コリアンダー、砂糖、クミン、ターメリック　
■賞味期限：25ヶ月　■直射日光や高温多湿を避けてください。開封後は冷蔵保存し、お早めにお召し
上がりください。加熱調理をしてお召し上がりください。　■プレス・オールターナティブ

カレーの壺 
各￥626  A スパイシー　

C マイルド　　
720201商品番号

720202商品番号

B ミディアム　 720215商品番号 マリオさんのココナッツミルク
2缶セット
￥605 
■内容量：200ml×2缶　■原産国：スリランカ　■原
材料：ココナッツ、安定剤（グァーガム）　■賞味期限：2
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ください。

720219商品番号

B ミディアム

辛さ ★★★★★

B ライチ

A スパイシー

辛さ ★★★★★

A バナナ

C マイルド

辛さ ★★★★★

養蚕で蚕が食べない「クワの実」の有効活用とし
て生まれたこの商品。宮崎県綾町の藍染工房で
は蚕の餌として、農薬や除草剤を使用せずにクワ
を栽培しています。そのクワの実を使って作られ
たジャムは、濃厚な味わいと、クワの実の食感が楽
しめます。

宮崎県産　くわの実ジャム　２個セット
￥1,512 

■内容量：140g×２個　■原材料：クワの実、グラニュー
糖、増粘剤（リンゴ由来のペクチン）　■賞味期限：製造
より１年　■綾の手紬染織工房

710312商品番号

インドの自然保護区内にあるシンガンパ
ティ農園では、農薬や化学肥料に頼らず、
原生林と共存しながら茶木を栽培していま
す。柔らかで優しい風味と香り。やや濃い
めに出すのがポイントです。

パッケージリニュー
アルと共に、より茶
葉が開きやすいテ
トラ型ティーバッグ
になりました。

■内容量：A 50g、B 40g
■原材料：A バナナ、レモン果汁、B ライチ
■賞味期限：製造より12ヶ月
■フェアトレードカンパニー

フェアトレード
ドライフルーツ 
各￥605  A バナナ　 710189商品番号

B ライチ　 710190商品番号

そのままではも
ちろん、ヨーグル
トやチーズとの
相性も○

たわわに実る
みかん畑
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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】

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】

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】

マスキングテープセット
                                   

■内容：A 15mm幅、18mm幅、24mm幅×各1個（ともに10m巻き）、B 15mm幅、
18mm幅×各1個（ともに10m巻き）　■素材：紙　■カモ井加工紙

 

雑

　
　
　貨

雑

　
　
　貨

日本人は自然と共に暮らしてきました。その証拠に、家紋には自然にまつわるものが多く存在します。
数ある家紋の中から「鳥」の家紋だけを集めて雑貨を作りました。

鳥がいる、季節の風景。壁に飾ったり、
インテリアに掛けたりして、お部屋に彩りを。

表は柔らかなガーゼ、
裏は吸水性と速乾性
に優れたパイル地。ご
く細い糸でしっかりと織
り上げ、かつ軽く仕上
げた手ぬぐいとハンカ
チです。肌触りがよく、
洗えば洗うほど、使え
ば使うほど、肌になじ
んできます。

風合い豊かな国内生産のリネン生地を使用した大判のハンカチーフ。お
弁当包みにもぴったり。爽やかな白地に描かれた、鳥たちの表情に注目。

貼って剥がせるテープ。「おさんぽ鳥」はスズメ・ムクドリ・ハトサイズ
の３色。「鳴き声」は２色で、野鳥の鳴き声が楽しくデザインされてい
ます。メモを貼ったり、インテリアやプレゼントのデコレーションにも。

■サイズ（約）：34×90cm　■素材：綿　■手捺染
■日本製　■濱文様

絵手ぬぐい
各 ￥1,080 A メジロと桜便り 

B ミツバツツジの庭 
C 竹と紫陽花
D 祝桜

405433商品番号

405435商品番号

405434商品番号

405436商品番号

マグネット式なので
取り付けが
簡単です！簡単です！

A

CB

D

木製手ぬぐい掛けマグネット式
￥2,268 
■サイズ(約)：長さ40cm、太さ2cm　■素材：木、磁石
■日本製　■濱文様　※　 には対応しておりません。D

405413商品番号

手ぬぐいの両端をはさんで、
掛け軸のように壁に掛けられます。

やわらかガーゼの手ぬぐい＆ハンカチ
                                   

リネンハンカチーフ　バード・ホワイト
                                   

各 ￥918
各 ￥1,350

650458商品番号A ふくろう 650457商品番号C

650455商品番号A ブルー
￥1,663 603522商品番号A おさんぽ鳥

￥961 603505商品番号B 鳴き声
グレー650459商品番号

650456商品番号
B

B

つばめ
イエロー

■サイズ（約）：手ぬぐい34×90cm、ハンカチ30×30cm　■素材：綿
■日本製　■日繊商工

■サイズ（約）：48×48cm　■素材：リネン（亜麻）　■日本製
■BIRDS’ WORDS

数量限定
数量限定

A

B

B

C

A

おさんぽ鳥A

鳴き声B

手ぬぐいメーカー「かまわぬ」と制作。日本の職人
が「注染」という技法で、手作業で染め上げまし
た。わずかなにじみやムラもいとおしい作品です。

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
B ふくら雀

406998商品番号

406999商品番号

えんじ【15mm幅】

紺【15mm幅】紺【15mm幅】

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

■内容：15mm幅×2個（ともに10m巻）
■素材：紙　■カモ井加工紙

￥864 603527商品番号

紺【15mm幅】

B

B

A

A

数量限定

レシートやちょっとした書類の整理に便利
なA5サイズ。裏面は透明無地に日本野
鳥の会ロゴマーク入り。

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

A

テープカッターは含まれません。
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※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。

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

　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

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

カラフルバード 絶滅危惧の鳥たち

B

イスカシマフクロウ

拡大イメージ

山野

水辺

A

オオタカカワセミ

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

604991商品番号

（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　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

コッパーA

ブラック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 カワセミ　
C オオルリ　
  　 　

B とんでるヤマセミ　
D アオバズク

607860商品番号 607680商品番号

607660商品番号607810商品番号

■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 カワセミ　
G アオバズク　
  　 　

F ヤマセミ　
H オオルリ

610730商品番号 610740商品番号

610770商品番号610640商品番号

雑

　
　
　貨

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、実際
の鳴き声とは異なります。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

美しいイラストの野鳥トランプひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち

身近なアイテムに
お気に入りの野鳥を貼って…

大人気のメモ虫に
新顔が登場！

野鳥のイラスト下敷き

朝の目覚めはやっぱり
野鳥の鳴き声で

拡大イメージ

■A5判、30枚　■ツバメノート

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。

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。

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。

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 603701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。

ツバメノートのつばめノート

キミもツバメに大変身！ 大好きな野鳥の文具で
勉強も仕事もやる気UP↑

子ツバメ 
￥1,512 
■サイズ（約）：50×50cm　■素材：綿

603705商品番号

ツバメバンダナ　
クリアファイル
「ツバメ図鑑」
￥324 
■素材：PP
■サイズ：A4判
■イラスト：箕輪義隆

603521商品番号

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。

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

オフホワイトA

ブラックB

後ろを回すと
えんぴつ
立てに

雑

　
　
　貨

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。A

B

D
C

E

F

H

G



※価格は全て税込表示です。Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/14 15

手織りコットンリネンのストール
各 ￥6,156 

■サイズ（約）：縦180×横70cm
■素材：麻、コットン　■インド製
■フェアトレードカンパニー

631201商品番号A ブルー×ベージュ

631208商品番号A 白・黒セット

631209商品番号B 青・赤セット

631202商品番号B ネイビー

数量限定

トライアングルバッグ
各 ￥8,532 

■サイズ（約）：縦50×横最大48cm
　持ち手19cm
■内ポケット１、開き口に
　マグネットボタン付
■素材：綿
■ネパール製
■フェアトレードカンパニー

631203商品番号A マルチカラー
631204商品番号B グレー

コットンリネンの光沢感が美しい手織りのストール。深海と砂を思わせるブロックカラー。
ちょっと肌寒いときや日射しが気になるときに１枚あると便利です。

大きな手編みのバスケット。リビングに散ら
ばりがちな本や雑貨を収納したり、洗面所
のタオルや洗濯物入れにも。

可愛い鳥の柄は草木染めで、木製の型を使っ
た手押し染めの技法「ブロックプリント」を用い
ています。コスメや小物の整理に。

A

B

数量限定

数量限定

ノクシカタ刺しゅう　カードケース
各 ￥2,000 

■サイズ（約）：縦7.5×横11cm　■素材：綿
■バングラデシュ製　■シャプラニール

数量限定

631214商品番号A 白

631215商品番号B 紺

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。環
境や貧困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。

ⓒPeople Tree

フェアトレードだから
買うの一歩先へ

ジュートコットントート
￥9,180 

■サイズ（約）：縦44×横最大56×マチ14cm、持ち手50cm
■内ポケット1、開き口にスナップボタン付
■素材：ジュート綿、牛革　■色：上部生成り、下部ネイビー
■バングラデシュ製　■フェアトレードカンパニー

631205商品番号

ホグラ・ブレードバスケット
￥4,860 

ブロックプリント バード柄ポーチ
￥1,836 

ノクシカタ刺しゅう
マスコット
各 ￥800 

■サイズ（約）：縦26×横46×マチ20cm
■素材：ホグラ　■バングラデシュ製
■フェアトレードカンパニー
※素材の特性上、使用開始時に多少のにおいが

あります。

■サイズ（約）：縦12×横最大18×マチ5cm
■素材：綿　■ブロックプリント、草木染め
■インド製　■フェアトレードカンパニー

■サイズ（約）：長さ6cm、ひも10cm
■素材：綿　■バングラデシュ製
■シャプラニール

631206商品番号

631207商品番号

F a i r  T r a d e

肌寒い春や日よけに。手織りのストール

三角形のかたちがオシャレな手織りのバッグ。

毎年大人気の『蚊取り線香＆ホルダー』が再登場！
アウトドアにもピクニックにも！
ビッグサイズが嬉しいトートバッグ

A のマルチカラーは春らしく楽しい色合い。B はグレーと生成り色でコーディネート
しやすいカラーです。持ち手部分についたタッセルがアクセントに。

2色のジュートコットンを配色したトート。
優しい色合いのネイビーが洗練された印象。
持ち手はシンプルでしっかりした革ハンドル。
お出かけに便利な容量たっぷりサイズ。

例年大人気の「小鳥の蚊取り線香ホルダー」。てっぺんの小鳥がキュート。「アロマ線香」はユーカリブルー
ガム、カンファー、シトロネラ、レモングラスに3種のバジルをブレンドした天然素材。

アロマ線香
￥1,080 

■容量：8巻
■サイズ（約）：径13cm
■燃焼時間（約）：1巻あたり6時間
■スタンド付　■インド製
■フェアトレードカンパニー
※天然由来成分のため、線香がもろい
　場合があります。ご了承ください。

「小鳥の蚊取り
線香ホルダー」
にぴったりの
サイズ

数量限定 数量限定
小鳥の蚊取り
線香ホルダー
￥2,376 

■サイズ（約）：
　径18×全体の高さ15cm
■素材：陶器
■バングラデシュ製
■フェアトレードカンパニー

621027商品番号

631060商品番号

お気に入りの
逸品で

ちょっと素敵な
暮らしを

数量限定

数量限定

数量限定

鳥の刺しゅうは幸運な出会いを意味します。
名刺入れにすれば目を惹きそう。

小さいながらも丁寧な刺しゅう。バッグや携帯につけて。素朴でかわいい鳥に癒されます。

A

B

B
A

A B



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

■素材：綿　■ボディ：中国製　■プリント：日本 ■素材：綿　■ボディ：中国製　■プリント：日本

■素材：綿　■ボディ：中国製　■プリント：日本 ■素材：綿　■ボディ：中国製　■プリント：日本

Tシャツ「ザ・メッセージ」Sky
男女兼用
各 ￥2,916 

Tシャツ「ザ・メッセージ」Soil
男女兼用
各 ￥2,916 

Tシャツ「ザ・メッセージ」Green
婦人用
各 ￥2,916 

Tシャツ「ザ・メッセージ」Water
婦人用
各 ￥2,916 

S 442097商品番号 S 442100商品番号

M 442103商品番号 M 442105商品番号

M 442098商品番号 M 442101商品番号

L 442104商品番号 L 442106商品番号

L 442099商品番号 L 442102商品番号

男女兼用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

S 63 47 18
M 68 52 22
L 72 55 22

（単位：cm）

男女兼用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

S 63 47 18
M 68 52 22
L 72 55 22

（単位：cm）

婦人用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

M 63 45 16
L 66 48 17

婦人用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

M 63 45 16
L 66 48 17

（単位：cm） （単位：cm）

I ’ m  h e r e  t o  l i s t e n  t o  t h e  m e s s a g e .

自然の中にくらす
野鳥たちからのメッセージ
この英文には２つの意味が込められていま
す。１つ目は「私は野鳥の声を聞きに来てい
る」です。野鳥たちの鳴き声を楽しんでほし
い…という想いが込められています。そして
もう１つは「私は野鳥からのメッセージを聞
くためにここにいる」です。野鳥が生きてい
くためには様々な環境が必要です。野鳥た
ちに思いを馳せながらバードウォッチング
を楽しんでほしい…という願いが込められ
ています。
このＴシャツを着ることで、１人でも多くの
方が野鳥に思いを馳せ、今までも、これから
もたくさんの鳥たちが鳴き続けることがで
きますように…

デザイン：KUSUKI DESIGN

たくさんの鳥たちが鳴
いている姿をモチーフ
としました。多くの鳥達
の個性ある姿が一つひ
とつが模様を構成し、
バランスを保ちながら
自然界の景色が作られ
ていることをデザイン
しました。

版下データ _B

KUSUKI DESIGN  |  2017.02.02

一羽の野鳥が生きてい
くには、複雑で繊細な
環境が必要であること
を生態系ピラミッドを
モチーフにしてデザイ
ンしました。

版下データ _A

KUSUKI DESIGN  |  2017.02.02

空
Sky

緑
Green

土
Soil

水
Water

カラーは自然をモチーフにした４色。
空・土・緑・水。どれも野鳥が生きるために必要な存在です。

自然界の関係性を示す

「生態系ピラミッド」
自然界のバランスを示す

「鳥の鳴く姿」



Tシャツ「千人の森」2016の
販売を通した寄付金で製
作したシマフクロウの巣箱
を、当会の野鳥保護区「杉
本野鳥保護区シマフクロウ
釧路第２」の森へ設置しま
した。

「千人の森」2017にもぜひ皆様のご協力をお願い
いたします！私たちのシマフクロウ保護活動はブログや
facebookでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 facebook 日本野鳥の会シマフクロウ保護活動 検 索

ブログ 保護区パトロール日誌 検 索

シマフクロウの巣箱を
かけることができました！

皆様のご支援で

男女兼用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

S 63 47 18
M 68 52 22
L 72 55 22

XL 75 60 23

婦人用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈

M 64 44 16
L 67 47 17

（単位：cm）

Tシャツ「千人の森」2017（寄付つき） 
各￥3,166

※イラストは人気の絵本作家、村上康成氏作。シマフクロウが巣から顔を出し
ている姿が描かれています。
※シリアルナンバーはお選びいただけません。
※婦人用は男女兼用より襟ぐりが広く袖が短い、薄手のTシャツです。

Tシャツ1枚の代金のうち250円がご寄付として、巣箱の製作と設置のために使われます。1,000人の方にTシャツをご購入
いただくことで、北海道東部の当会野鳥保護区内にシマフクロウの巣箱を1つ※かけることができます。
※巣箱の製作、運搬、設置、設置後の巡回やメンテナンスにかかる費用の合計額

モデル身長156cm（Mサイズ着用） モデル身長164cm（Mサイズ着用）

■素材：綿（ A 、B ）、綿・ポリエステル（ C ）　■イラスト：村上康成
■ボディ：中国製　■プリント：日本

A
グリーン（男女兼用）
S 421211商品番号

M 421212商品番号

L 421213商品番号

XL 421214商品番号

B
ブルー（男女兼用）
S 421221商品番号

M 421222商品番号

L 421223商品番号

XL 421224商品番号

C
イエロー（婦人用）
M 421231商品番号

L 421232商品番号

寄付
つき

巣から顔を出したシマフクロウ。
絵本作家 村上康成氏の描きおろしです！

シマフクロウが営巣できるほどの大きな樹
洞を持つ広葉樹の大木は、原生林の減少と
ともに激減しています。現在80％のシマフ
クロウが巣箱に頼っており、巣箱がなけれ
ば絶滅してしまうほどの状態です。当会は、
シマフクロウが営巣できる森を守り育てる
と同時に、繫殖を助けるための巣箱の設置
を今年も継続して行います。

なぜ巣箱が必要なの？

シリアル
ナンバー付き

シマフクロウの
子育てを応援しよう

Tシャツを着て 今年のご寄付もシマフクロウの巣箱のために使われます。

Tシャツを
1,000枚ご購入いただくと

シマフクロウの
巣箱1つ

2016年2016年

A グリーン（男女兼用）

C イエロー（婦人用）

B ブルー（男女兼用）

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

日高地域の当会の野鳥保護区内に設置したいけすに、
天然のエサが豊富な秋を除き、定期的に魚を補充して
います。

2012年度に植えたミズナラ。2ｍ50㎝以上に成長 いけすの縁にとまる親（右）とヒナ（左）

2013～2015年

ヤマメの給餌は
今年も継続して
行います！

2013～2015年2011～2012年2011～2012年

2016年10月、釧路地域の野鳥保護区に当会第1号となる巣箱をかけました。
巣箱には皆様のご支援を感謝して「千人の森」のロゴをつけました。



モデル身長156cm（Sサイズ着用）

2016年度グッドデザイン
ロングライフデザイン賞を受賞しました。

※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/

ウ
エ
ア

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。

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

グリーン
カモフラージュ

メジロ グレー

バードウォッチング長靴  徹底　析解

カラーバリエーション

できるかぎりゴムを薄くして、軽くて小さい長靴を目指
しました。

サイズはSSから4L（23cm～29cm）までなんと7種
類 ！ ご自分の足にあった一足がきっとみつかります。

くるくる巻くと、スニーカーサイズま
で小さくコンパクトに。海外旅行のお
供にも。収納袋もついています。

フロントのマークは日本
野鳥の会のロゴマーク。
バードのBにくちばしが
ついているんです。

足首の部分を細めに作っているので、
フィット感があって脱げにくいつくり
です。走ったりしても大丈夫。

軽い

豊富なサイズ

コンパクト

動きやすい

かわいい

Point1

Point3

Point2

Point5

Point4

野鳥観察
農業野外フェスティバル

雨の日の通勤

ブラウン

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。

すそのコードを絞れば、荷物とのだ
ぶつきを抑えることができます。丈
を調節できるホックを設けているの
で、対応する身長の範囲が広く、下
り坂ですそを引きずりにくくするこ
ともできます。脇とすそが大きく開
くので蒸れにくく、バードウォッチン
グから野外フェスティバルまで、さ
まざまな場面で活躍します。

大変風通しがよく、蒸れの無い快適な着用感です。小さく折り畳んで
バックパックのポケットなどに収納できるクラッシャブル仕様。

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　　 M  　　　　　L 　　　　  

441421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

大きなバックパックを背負ったまま着用できる、アニマルプリント柄のポンチョ

側面に、抜群の通気性を備えるメッシュ地を使用したハットです

男女兼用
サイズ 身長 胸囲 胴囲

S 155-165 86-90 72-76
M 165-175 90-95 76-81
L 170-180 95-101 81-87

（単位：cm）

プリントトレッキングレインポンチョ
各￥8,208 

■収納サイズ：9×9×15cm
■前・後ろ身頃を合わせるためのスナップボタン8個（左右脇各4）／スタッフバッグ付き　■モンベル

A  ターコイズブルー 441925商品番号S 441926商品番号M 441927商品番号L
B  イエロー 441928商品番号S 441929商品番号M 441930商品番号L

数量限定

A

B

B

Aメッシュクラッシャーハット
各￥3,024 

■サイズ(約)：S（54～56cm）、M（56～58cm）、L（58～60cm）
■素材：ナイロン(メッシュ部）、ポリエステル　■モンベル
※こちらの商品のお届けは4月中旬頃を予定しております。

A  レッド B  グリーン C  タン(淡いブラウン)
441931商品番号S 441934商品番号S 441937商品番号S
441932商品番号M 441935商品番号M 441938商品番号M
441933商品番号L 441936商品番号L 441939商品番号L

数量限定

野外フェスにも使える！本格アウトドアグッズ

C

動物たちの
迷彩柄！



A B C

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

　アウトドアグローブパステル
　（２色セット） 
各 ￥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）
各 ￥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） 
各 ￥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。

シマアオジ
撮影：渡邉智子

手袋をはめたまま図鑑
をめくれます。

ポイント

ウ
エ
ア

ウ
エ
ア

日本野鳥の会のロゴマークをデザインしたタオ
ルです。汗拭き以外にも、頭にかぶったり、首に
巻けば簡単な日よけになります。長時間連続使
用することも想定した抗菌防臭機能付きがうれ
しい！

防臭機能のついた
オリジナルタオル

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。

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 キャップにキレイな野鳥の刺しゅうが入りました

春～夏シーズンの日焼け防止にどうぞ。親指を通す穴があるので
手の甲までカバーできます。

かわいいフクロウがプリント
されたアームカバー

性別や年齢を問わず幅広い世代に
人気のモデル

とにかく軽量で、性別や年齢を問わず幅広く使えるデザインのカメラ・
双眼鏡バッグ。中のクッション・仕切りは取外しができ、持ち物に合わせ
て幅広くアレンジ可能です。生地は撥水加工済み。急な雨にも便利な
レインカバーも付属されています。

A B

やまタオル 
各 ￥1,296

■素材：綿100％　■サイズ（約）：20×120cm

A ピンク 
B ネイビー   　 
C ライム   　 

441387商品番号

441398商品番号

441397商品番号

C

アウトドアや
スポーツに
ピッタリ！

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

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

アカショウビン
キビタキ

カワセミC
D

BA

ピンクのみ
在庫限り

441940商品番号A グレー

441941商品番号B ブラック＆ピンク

ふくろうのアームカバー(婦人用)
各 ￥2,268 

■サイズ（約）：47cm（長さ）
　二の腕周囲23cm（約）
■素材：ポリエステル　■HCS A

バンガードショルダーバッグ　ハバナ21
￥8,280 

301002商品番号 301003商品番号A ブラウン B ネイビー

■サイズ(約、内寸)：幅21×高さ19×奥行き10.5cm
■重さ(約)：340g

割引価格 ￥4,968

B

A

B



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

A

■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 
B ネイビー 

441388商品番号

441389商品番号

B

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
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ン
グ
用
品

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。

雨で濡れた折りたたみ傘を、そのまま収納できる袋

ツバメネイビー コマドリオレンジ
アホウドリクリーム

■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)
■コクヨ

バードウォッチング野帳セット
                                   各￥1,458
A 3色（各色1冊）セット 
B ツバメ3冊セット  　 

606799商品番号

606788商品番号

C アホウドリ3冊セット 
D コマドリ3冊セット  　 

606789商品番号

606787 商品番号

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。

同色の3冊セット、ご用意しました

重さわずか540ｇ！持ち運びできる椅子！

3mm方眼

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

ちょっとした
休憩に…

ザックのサイド
ポケットに

干潟での…

7075 タフキュービックチェア・ワイド
￥3,564 

■大きさ（約）：（組立時）30×30×32cm（収納時）43×9×9cm
■重さ（約）：540g　■耐荷重目安：120kg
■素材：（フレーム）7075超々ジュラルミン、（生地）ポリエステル
■収納袋付　■ロゴス

304582商品番号

コンパクトに折りたたみ、持ち運びが
できるチェア。ザックのボトルフォルダ
にも入ります。座面が広いので、座り
心地も◎。干潟でのバードウォッチン
グや、定点観察をする時以外にも、散
策途中のちょっとした休憩等、様々な
シーンで活躍します。 収納時

干 潟 で の 観 察

は、立って見るよ

り座って見る方

が野鳥は近くま

でやってきます。
ザックのボトルフォルダにも入ります。

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

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。

※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

本体の長さは
43～37cm

まで
調整可能

43～37cm

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

ホルスター型 
クビラックⅢ

クビラック ブラック
装着した状態

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

ワンタッチで
双眼鏡を着脱

トコロジストの著者「箱田敦只」がお薦めするルーペ

観察時、首にかかる負担を軽減できる、アイデア商品

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

両目で見られる

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 100181商品番号

40口径など、大きめ・重めの双眼鏡と相性が良いです。

日本野鳥の会ロゴ入り

ワンタッチで雨や雪から
双眼鏡をカバーします

三脚の1本が外に
出るので中 のス
ペースが有効に

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。

双眼鏡が濡れるのを軽減する使い方簡単双眼鏡カバー

船上バード
ウォッチングの
海水対策にも！

設営、収納が10秒程度で完了。
観察に、撮影に…

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）

2倍

5倍

双眼鏡
ストラップに
ワンタッチで

ひっかけ
られます

薄暗いときにはとても重宝。
図鑑を読む時も便利です！
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「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。

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

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

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。

■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

606821商品番号

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

B

C

A

いつでも携えて野鳥や自然を記録しよう！

会誌「野鳥」をまとめるファイル野鳥を種別に数えるのに便利なカラー・カウンター

当会主席研究員・安西英明の限定講座も開催しました 双眼鏡メーカーの担当者から直接話を聞ける機会も

室長 富岡

日本野鳥の会
カードのご案内

毎日のお買い物すべてが、
野鳥の保護につながる。

ご利用額の0.5%が日本野鳥の会に
寄付されます

みなさんのお買い物が、
自然を守る力になります。

当会が保護を
すすめる
タンチョウ

日本野鳥の会
渡邉野鳥保護区

ヤウシュベツ

日本野鳥の会が進める野鳥の保護活動は、会費やご寄付、
そして、販売物収益などで支えられています。
お買い物をしていただくことで、守られる野鳥たちがいます。
ご協力をお願いします。
商品によって違いがありますが、売上のおよそ10～15%を当会の野鳥やその生息地を守る
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。

当会で光学機器をご購入いただいた方限定の
探鳥会や講座を開催。

最近、量販店でも双眼鏡が購入できるようになり、とても便利になってきました。日本野鳥の会通

信販売では、皆様がお買い求めやすいように努めていますが、残念ながら量販店には敵いません。

しかし、当会でご購入いただくと、売上の一部が野鳥の保護に使われます。また、当会でご購入い

ただいた方限定の探鳥会や講座を開催しております。双眼鏡や望遠鏡のご購入を検討している皆

様、ぜひとも当会の通信販売やバードショップをご利用ください。
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

バードメイトピンバッジ「シジュウカラ」
■イラスト：白石佳子　■サイズ（約）：2.8×2.9cm

 1口1,000円
からの自然保護

ご寄付のお願い

※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。

野鳥チェックリストの他、フィールドマナー、アドレス
帳等を収録。日本鳥類目録改訂第7版に準拠。

野鳥チェックリスト（詰替用）Ⅱ
￥216 606793

5mm方眼ノート。
フィールドノート

（詰替用）Ⅱ 
￥432 606792

フィールドノート＋野鳥チェックリストセット（カバー付）Ⅱ
ブラウン 
￥864 606794

■サイズ：18×9cm（カバー外寸）　■日本製

簡単に
チェック！

5mm方眼のフィールドノートと野鳥チェックリスト（フィールドマナー、アドレ
ス帳も収録）の2冊セット。かさばらずフィールドワークに最適です。



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

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。

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15㎜
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。

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。

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。

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！

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、干
潟や上空等、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。

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

８倍と
１０倍の
違い

対物
レンズの
口径

表記の
見方

倍率の
意味

重さの
違い

1000ｍ
視界

アイ
レリーフ 防水機能

色にじみ

最短合焦
距離

8倍は森林等でおすすめ 10倍は干潟等でおすすめ
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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



■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。

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、アイ
レリーフが短く、メガネで覗くと視野が狭くなるため、メガネの方
には不向きです。

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

には不向きです。

軽　量 広視野

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。

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 
 

至近距離も観察できる双眼鏡なので花や昆虫観察にも使えます。

コンパクトでお手頃価格な
ハンディタイプ。

見え味、携帯性、価格と
バランスがとれた機種です。

独特なデザインで、コンパクトな双眼鏡として、
長く愛されている機種です。

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

101192商品番号

105221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)

最短合焦

Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/ 3130 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。
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口径タイプ

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 101191商品番号

103145商品番号 103146商品番号

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

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、通勤時や旅先
でも、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

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10.4cm（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

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。

双眼鏡

コンパクトでお手頃価格な

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

見え味、携帯性、価格と独特なデザインで、コンパクトな双眼鏡として、

待っていたジェネシスのハンディタイプレンズ周辺まで像の歪みやにじみも少なく、手の小さな子供向けの双眼鏡です。 コンパクトでお手頃価格な

バランスがとれた機種です。
独特なデザインで、コンパクトな双眼鏡として、独特なデザインで、コンパクトな双眼鏡として、

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

レンズ周辺まで像の歪みやにじみも少なく、 待っていたジェネシスのハンディタイプ

コーワ BD25-8GR 8×25
重さ：320g 視界：110m

￥28,080 
販売価格 ￥23,868　 会員価格 ￥22,464　　  　　　

軽　量 最短合焦 防　水アイレリーフ

■サイズ（約）：幅10.7×長さ11.1cm　■ソフトケース、ストラップ付
105221商品番号

ピントリングが大きく、ピント操作が楽です。ニコンスポーツスターに
比べるとやや大きく、かさばる印象です。アイレリーフが長いため、
メガネをかけている方に
おすすめの1台。

ニコン
トラベライトEX 
8×25 CF
重さ：355g 視界：110m

￥21,600
割引価格 ￥18,360 

ニコン
トラベライトEX 
10×25 CF
重さ：365g 視界：87m

￥23,760
割引価格 ￥20,196 

■サイズ（約）：幅11.6×長さ10.2cm　■ソフトケース、ストラップ付

軽　量 防　水アイレリーフ

100461商品番号 100462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

■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

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。

プロスタッフ７Ｓ
８×３０
重さ：415ｇ 視界：114ｍ

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

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。

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

106410商品番号 106411商品番号 101459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。2台目をお探し
の方にお勧め。

防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ

価格にたがわず、見え味は格別です。

101673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

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。！

モナーク7　8×30
重さ：435g 視界：145m

モナーク7　10×30
重さ：440g 視界：117m

　
　 

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

※詳しくは2ページのスターターセットを
　ご覧ください。

※詳しくは2ページのスターターセットを
　ご覧ください。

※詳しくは2ページのスターターセットを
　ご覧ください。

■サイズ（約）：幅12.3×長さ11.9cm

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。

双眼鏡

コーワのフラッグシップモデル。

低価格ながら、ポロプリズムタイプなので像が

ペンタックスが、双眼鏡をフルモデルチェンジ。

価格にたがわず、見え味は格別です。

にじみ（色収差）が無く、見え味は素晴らしい。

ペンタックスが、双眼鏡をフルモデルチェンジ。

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦
 
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。

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

EDレンズを使った新たな双眼鏡！

100911商品番号

EDレンズを使った新たな双眼鏡！EDレンズを使った新たな双眼鏡！

価格にたがわず、見え味は格別です。

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。

106334商品番号 106335商品番号

コンパクトでバランスがとれた双眼鏡。コンパクトでバランスがとれた双眼鏡。

にじみ（色収差）が無く、見え味は抜群。

窒素封入防水を装備。
ポロプリズムタイプなので像がポロプリズムタイプなので像が

バードウォッチャーの憧れの一台。

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。

ニコン歴代の名機に仲間入り。ニコン歴代の名機に仲間入り。ニコン歴代の名機に仲間入り。

スターターセット
でお得

詳しくは2ページ

室長 富岡の
おすすめ

「バードウォッチング
BOOK」
で紹介の

双眼鏡はこちら

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

スターターセット
でお得

詳しくは2ページ

「バードウォッチング
BOOK」
で紹介の

双眼鏡はこちら

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

軽　量 防　水アイレリーフ
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



進化するモナークシリーズ進化するモナークシリーズ進化するモナークシリーズ進化するモナークシリーズ
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。

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

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7　8×42
重さ：650g 視界：140m

￥59,400
割引価格 ￥50,490 

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7　10×42
重さ：660g 視界：117m

￥62,640
割引価格 ￥53,244 

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）：長さ14.2×幅13cm　■ソフトケース、ストラップ付

■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

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。

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

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。

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。

ツァイスの最高級
モデルが新登場！

101447商品番号

106262商品番号

101448商品番号

106263商品番号

101665商品番号 101666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。

室長 富岡の
おすすめ

室長 富岡の
おすすめ

ニコン
モナークＨＧ ８×４２

重さ：665g 視界：145m
￥124,200
割引価格 ￥105,570 

ニコン
モナークＨＧ 10×４２

重さ：665g 視界：121m
￥129,600
割引価格 ￥110,160 

■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

101471商品番号 101472商品番号

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

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

コーワのフラッグシップモデル。

ツァイスの最高級

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。

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

ニコンのミドルクラス。

101451商品番号 101452商品番号

ニコンのミドルクラス。ニコンのミドルクラス。

ボディカラー「グリーン」も
ございます。また、8×32、
10×32モデルもございま
す。お気軽にお問い合わせ
ください。

人気のツァイス
「テラ」シリーズに
42口径が登場！

人気のツァイス

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。

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。

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

■サイズ（約）：幅12.7×長さ13.2cm　■ソフトケース、ストラップ付
106332商品番号 106333商品番号

旧BDシリーズに比べ、レンズ性能の向上で、旧BDシリーズに比べ、レンズ性能の向上で、

スペックや価格以上にスペックや価格以上に

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

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。

見え味は
抜群です。

101671商品番号 101672商品番号

見え味は見え味は見え味は
にじみ（色収差）が無く、見え味は抜群です。

■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

ニコンのフラッグシップモデル。

101443商品番号 101446商品番号

ニコンのフラッグシップモデル。ニコンのフラッグシップモデル。 ツァイスの最高級ツァイスの最高級

眼鏡を
かけたままでも
見やすい
ロング

アイレリーフ

マグネシウム
合金の堅牢で
軽量な

ボディーに高い
防水・防曇構造

広視界で
ありながら
視野周辺まで
シャープな
見え味

ツァイス
テラEDグレー
8×42
重さ：695g 視界：125m

￥64,800
割引価格 ￥58,320 

ツァイス
テラEDグレー
10×42
重さ：695g 視界：110m

￥72,360 
割引価格 ￥65,124 

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

■サイズ(約)：幅12×長さ14.2cm
101581商品番号 101583商品番号

「テラ」シリーズに



60
口径

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。

■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。

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：（約）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：（約）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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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
■このアイピースを実際にED50に装着した場合は13～
　40倍になります。

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

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

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

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

※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。！

●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

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
とにかく装備を軽くしたい！ 

特殊低分散レンズを採用した
高級機種
特殊低分散レンズを採用した

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）
■このアイピースを実際に60ED-Sに装着した場合は24～
　48倍になります。　■ソフトケース別売

EDレンズを採用
色収差を低減
EDレンズを採用

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！
観察する時は、いつも順光、晴天とは限らない。

蛍石を採用した
コーワのフラッグシップモデル。
蛍石を採用した

とにかく軽くてコンパクト！

60口径から70口径のスコープまで対応！

大口径スコープで
しっかり観察したい方にオススメ！
大口径スコープで

自動車の窓に装着できる
「ウィンドウマウント」
自動車の窓に装着できる

フィールドスコープの前後バランスを自由に設定

ニコン　モナーク60口径におすすめ

フィールドスコープの倍率が1.6倍に！

コーワ　TSN774・884におすすめ

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）　■ソフトケース別売

EDレンズを採用
色収差を低減
EDレンズを採用



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。

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.26）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4月11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」2017年春夏号
2017年4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。

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。 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。

この本は、日本製紙石巻工場の被災から
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。

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


