
野鳥のカレンダー3種
　　　　新発売！

B  水谷高英／ベニマシコ

A  村上康成／ウリ坊

C  Haruki／スズメ

“普段はメール”という方も、年に一度の挨拶は年賀はがきを贈りませんか？

切り抜かれた
異なる色の紙を
重ねることで
一つの絵柄に！
中の紙に
メッセージを
書くことも出来ます。

※この年賀はがきの収益が日本野鳥の会の支援につながる説明文が入っていま
す。※切手を貼らずに投函できます。※インクジェット紙ではありません。再生紙
を使用しているため、黒い点のようなものが見られる場合があります。※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
￥5,050から（￥1,010［10枚1セット］ ×5から） 

A ウリ坊 610192商品番号 B ベニマシコ 610193商品番号

C スズメ 610194商品番号

通販カタログ バードショップ 2018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。皆さまのお買い物が、自然を守る力に
なります。AutumnÊ &

Winter

2018

カタログ有効期限 2019年3月31日

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.2～3

ワイルドバード・カレンダー／11月（ルリビタキ）
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身を寄せ合い羽を膨らましたスズメたち。
朝日を浴びて新しい一年が始まります。

2019年は亥年。
イノシシの子ども
”ウリ坊”たちとシ
ジュウカラが新年
を祝います。

本州では冬鳥とし
て人気の赤い鳥、
ベニマシコ。
動きのある野鳥の
美しい絵柄です。

切り紙で作る
ぽち袋兼メッセージカード
各 ￥500

■サイズ（約）：10×6.5cm　■内容：同柄2枚入り
■素材：紙　■cobato（HBラボ）

603532商品番号A タンチョウ

603533商品番号

603534商品番号

B エナガ
C メジロ

603535商品番号D ハクチョウ

603536商品番号Eトキ

お年玉に、
ちょっと変わった

ぽち袋
B

DA

C

E

野の鳥を楽しもう
インテリア特集 P.4～5

双眼鏡・望遠鏡の
選び方  　P.28～29

野の鳥を楽しもう野の鳥を楽しもう野の鳥を楽しもう



暦の部分を切り
取るとポストカー
ドになります。

テーブルに
置 い て 。オ
フィスでも使
えます。

おわったら
ポストカードに！

野鳥の声が
聞ける！

壁かけでも
卓上でも使える！

宛名面

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：エナガ

4月：オグロシギ

7月：ホシガラス

10月：チュウサギ

2月：イスカ

5月：アカモズ

8月：カツオドリ

11月：ヤマガラ

3月：アトリ

6月：セイタカシギ

9月：ノビタキ

12月：キレンジャク

日本野鳥の会のオリジナルカレンダー

「鳴き声タッチペン」（P.18）
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
2019
￥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：嶋村早樹
■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。

606187商品番号

野鳥の声
が

聞ける！

￥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2019
卓上カレンダー「12か月を彩る野鳥」

606214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。

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！

プレゼント用はこちら！

￥1,080　　 

■撮影：Kankan
■サイズ（約）：14.8×14.8cm、（使用時29.6×14.8cm）
■28ページ（各月見開き2ページ／表紙・裏表紙等含む）
■壁掛け
※実際のカレンダー写真にはセリフ等入っていません。

しあわせことりカレンダー2019　
606085商品番号

1月：コガラ 2月：ヤマガラ 3月：ヒバリ 4月：キビタキ

5月：ノビタキ 6月：ミソサザイ 7月：コルリ 8月：コアジサシ

9月：トウネン 10月：ツリスガラ 11月：シロチドリ 12月：カシラダカ

※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。

ワイルドバード・
カレンダー2019（のし付）
￥1,512  会員価格 ￥1,296 606188商品番号のし付

キジのイラスト入り！

1月：コガラ1月：コガラ

6月：ミソサザイ6月：ミソサザイ

4月：キビタキ4月：キビタキ写真は、「多様な風景　多様な野鳥」をテーマに全国よりご応募いただいた1,598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。

1月：オオハクチョウ

5月：オオヨシキリ

9月：ヘラシギ

2月：アトリ

6月：コヨシキリ

10月：オシドリ

3月：ホオジロ

7月：ホオアカ

11月：ルリビタキ

4月：コチョウゲンボウ

8月：チュウサギ

12月：エゾライチョウ

BIRDS IN SEASONSBIRDS IN SEASONS
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2019

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。

新しい一年も野鳥とともに。

おすすめ
1

おすすめ
2

おすすめ
3



流れる鳴き声は48種！

バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ https://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

◆日本動物誌から抜粋した博物画
江戸時代末期、長崎に来日した、ドイツ人医師であり博物学者でもあった
P.F.シーボルト(1796-1866)。帰国の際に日本で収集した膨大な資料を持
ち帰り、編集した「日本動物誌」には、鳥類の博物画が多く掲載されています。
これらの絵から、当会セレクトのポストカードシリーズができました。専用の木
製フレームと合わせると、お部屋に雰囲気がでます。

◆高精細なジークレー印刷
カード印刷には、美術館でも複製画として普及している最新の
美術印刷技法（ジークレー印刷）を使用。約200年前に制作さ
れた博物画の中の野鳥たちが、繊細なタッチと色彩で蘇ります。

　ポストカード
　絶滅危惧種（6枚）
￥1,080 
【鳥の種類】ナベヅル、クマタカ、クロツラヘラサギ、
　　　　　ヤイロチョウ、ミゾゴイ、カンムリウミスズメ

605206商品番号

B　ポストカード
　彩りの鳥（6枚）
￥1,080 
【鳥の種類】オオルリ、ウソ、カワラヒワ、ヤマガラ、
　　　　　ベニマシコ、シジュウカラ

605205商品番号

A
■サイズ（約）：（ポストカード）14.8×10cm
　　　　　　 （額）18×13.2×1.5cm　
■素材：（カード）紙、（額）木製
■（ポストカード）表紙裏に解説あり。
　各カードの裏面に学名記載
　（額）机上、壁掛け（縦・横）の使用両方可。
■BIBLIOPOLY　■日本製

　
　ポストカード額
￥1,800 
C

インテリアで
楽しむ、
野の鳥たち。

シーボルト野鳥博物画シリーズ

季節や時間によって鳥の声が変わる時計

ぬくもりのある鳥の置物

春の朝はウグイスやヒバリ、冬の夜はフクロウやミヤコドリなど、季節
や時間によって時報の声が変わります。室内にいながら、心地よい鳥
の声で季節を感じられます。音源は松田道生氏によるものです。 付属の解説書「野鳥の声図鑑」は、

谷口高司氏による図版入り。

48種類の鳴き声が季節や時間によって変わるモード、毎時カッコウの
声が流れるモードが選べます。また、1ヶ月に1回シークレットの鳴き声
が流れるのでお楽しみに。

動植物や自然文学を愛す「工房西岡」さんによる木でつくられた野鳥たち。
木のぬくもりを損なわない美しい塗装とフォルムが素敵な作品は、

「手にもってほっとする」をコンセプトに制作されています。

609113商品番号

■サイズ：A 直径33.6×厚さ6.2cm　 B 直径33.6×厚さ6.1cm 
■重さ：(共通)1.2kg　■素材：A 無垢材ウォールナット　 Bプラスチック枠
■単3電池6本使用　■電波時計　■音源：松田道生　■解説書（絵）：谷口高司
■リズム時計工業　※発売は10月中旬以降を予定しています。

掛け時計・四季の野鳥
　濃茶
￥21,600 

　ナチュラル
￥16,200 

BA

609114商品番号

（朝 6　 9時） アオゲラ／イカル／セグロセキレイ／ホオジロ
 （昼10～18時） モズ／カワラヒワ／ジョウビタキ／ヒヨドリ
 （夜19　 5時） カイツブリ／ソリハシシギ／アオアシシギ／チュウシャクシギ～

～秋
9～11月

〔例：秋の時報〕

900190商品番号

ウッドクラフト
￥4,100 A アカゲラ 650471商品番号

B ライチョウ(冬羽)　  　 650472商品番号

D メジロ　  　 650474商品番号

C ゴジュウカラ  　 650473商品番号

各 ￥2,160

■サイズ（約）： 6×10×15.5cm、 4.5×11.0×7.5cm
  4×7×5cm、 3.8×7×4.5cm
■素材： 　赤マツ、ケヤキ（台）、ラミン、真鍮、　　　　赤マツ、ラミン
■工房西岡
※ひとつひとつ手作りのため、色や大きさに多少の違いがございます。
鳥たちの個性としてお楽しみください。

A B C D

C D

A B

表

裏

A

C

B

D

先着20名様に、CD「日光 野鳥のコー
ラス（松田道生編）」をプレゼント！

特別特典！

YouTubeでサンプル音声が
聞けます！

※再生環境によって聞こえ方が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

A

B



カラフルバード

絶滅危惧の鳥たち

拡大イメージ
シマフクロウ

■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

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。

老舗ノートメーカー「ツバメ
ノート株式会社」とのコラボ
でできた、ツバメの観察記録
用ノートです。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。

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。

ジシギの難しい識別ポイントについて、
細部にまでこだわったクリアファイル。

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。

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 

■サイズ（約）：18×9cm（カバー外寸）

野鳥チェックリスト
（詰替用）Ⅱ
￥216 

フィールドノート
（詰替用）Ⅱ
￥432 606793商品番号 606792商品番号

606794商品番号

3mm方眼

簡単に
チェック！

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

C

下敷き
各 ￥324 

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

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

B

76 バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ https://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　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

罫線がツバメとスズメのイラストからなる、遊び心いっぱいの便箋。ツバメの生活史と、
スズメのいろいろな行動をデザインしました。

野鳥の中には、大きな声や派手な
模様で目立つ「めだちたがりやさ
ん」と、なかなか姿を見せてくれない

「かくれんぼさん」がいます。そん
な野鳥を、シールにしました！

クリアファイル
「ツバメ図鑑」
￥324 

クリアファイル
「ジシギ図鑑」
￥324 

野鳥シール
カラフルバード・
絶滅危惧の鳥たちセット
￥648 

■サイズ：A4判　■素材：PP　
■イラスト：箕輪義隆

■サイズ：A4判　■素材：PP　
■イラスト：箕輪義隆

■シール台紙サイズ（約）：
19.5×7cm
■素材：エポキシ樹脂、PET

603521商品番号 603531商品番号
605276商品番号

野鳥シール　めだちたがりやさん・
かくれんぼさんセット
￥648 

■シール台紙サイズ(約)：19.5×7cm
■素材：PET
■イラスト：佐原苑子

605265商品番号

A

■A5判、30枚　■ツバメノート

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。

603514商品番号

A つばめ2セット

603515商品番号

603516商品番号

B すずめ2セット

C つばめ・すずめ2種セット

■内容：（便箋10枚、封筒3枚）
　　　　× 2セット
■サイズ（約）：便箋16×13cm
              　　封筒9.2×14.1cm
■素材：美濃和紙
■日本製　■古川紙工

遊び箋
各￥1,080

B

イラストは、イラストレーターの
佐原苑子さん。

人見知り？な
かくれんぼさん

アピール上手な
めだち

たがりやさん

　は北海道で見られ
る代表的な野鳥、北海
道のラムサール条約湿
地、日本野鳥の会のサ
ンクチュアリを紹介。

C

観察日時や気づいたことを
かきこめます。

野鳥の中には、大きな声や派手な

どっちが好き？タイプ別野鳥シール

罫線がツバメとスズメのイラストからなる、遊び心いっぱいの便箋。ツバメの生活史と、

書き手も読み手も楽しくなれるレターセット身近なアイテムに
お気に入りの野鳥を貼って…

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。

ジシギの難しい識別ポイントについて、
細部にまでこだわったクリアファイル。

観察記録がいつか思い出に…

美しいイラストの下敷き

コクヨ製・測量野帳のオリジナルモデル

ツバメノート株式会社のつばめノート

大好きな野鳥の文具で勉強も仕事もやる気UP↑



てぬぐいに
載っている
鳥は13種。
説明付きです。

鳥の家紋グッズが大集合！

身近な野鳥を身近につけて・・・

■サイズ（約）：33×90cm　■素材：綿　■日本製　■注染　■かまわぬ
※職人の手で染められたてぬぐいです。若干のにじみやムラが出ることも
あります。※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。

てぬぐい「なきごえ手
てならいちょう

習帖」
各 ￥1,620 407007商品番号A 紺

407008商品番号

407009商品番号

B 緑
C 茶

オリジナル　野鳥トランプ 
￥1,404 
■素材：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

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。

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

▶アカショウビン ▶カッコウ ▶コルリ
▶ウグイス ▶クロツグミ ▶ホオジロ ▶イカル

※nonoBIRD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。

　■サイズ（約）：2.5～4cm　■素材：樹脂、手採色　■やぎさん工房

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

A マヒワ　
C ユキホオジロ　
  　 　

B ウソ　
D オオワシ

B ヤマセミ　
D ハヤブサ

607750商品番号 610791商品番号608020商品番号 610740商品番号

608261商品番号 610810商品番号608070商品番号 610615商品番号

■サイズ（約）：3.5～4cm　■素材：木、手採色　■やぎさん工房

nonoBIRDペーパースタンド
各 ￥1,728 

D

美しいイラストの野鳥トランプ

朝の目覚めはやっぱり野鳥の鳴き声で

ひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち

A

B

D

A B

C
C

9フィールドマナー  さ  … 採集は控えて自然はそのままに

雑
　
　
　貨

8

雑
　
　
　貨

カワイイ「つばめ」と「すずめ」のワッペンで
す。お気に入りの物につけて、毎日持ち歩き
ませんか？

600911商品番号A つばめ2枚セット

600912商品番号

600913商品番号

B すずめ2枚セット
C つばめ・すずめ2種セット

■サイズ（約）：（つばめ）3.8×3.9cm
　　　　　　 （すずめ）3.5×3.5cm
■素材：（表面）ポリエステル、レーヨン糸　
　　　 （裏面）ポリオフィン系樹脂
■台湾製　■デザイン：やぎさん工房

刺繍ワッペン
各 ￥1,080

B

A裏面に糊が付いています。 Tシャツや帽子など布製品にも
貼れます。【洗濯可】

※詳しいご使用方法は、商品付属の説明書
をご覧ください。

バードウォッチングの醍醐味は、目でも耳でも楽しめること。
目をとじると美しい鳴き声があちこちから聞こえてきます。そんな鳴き声を、てぬぐいにしました。

鳥のなきごえを教えてくれるてぬぐい

A

B C

説明付きです。

鳥の家紋がズラリ！ちょっ
ぴり大人なマスキング
テープ。

日本の家紋の中には
鳥をデザインしたものがたくさん！

鳥の家紋で代
表的な「雁金」と
「ふくら雀」を
てぬぐいにしま
した。

■サイズ（約）：33×90cm　■素材：綿　■日本製
■注染　■かまわぬ
※職人の手で染められたてぬぐいです。若干のにじみやムラ
が出ることもあります。※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。

えんじ【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

家紋てぬぐい
各 ￥1,620 A 雁金 406998商品番号

B ふくら雀 406999商品番号

BA

※テープカッターは含まれません。

家紋A5
クリアファイル2色セット
￥540 
■サイズ：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

レシートやちょっとした書類の整理に便利なA5サイズ。

数量限定

数量限定

数量限定



日
用
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あったか大判ストール

素朴な風合いの置物

フェルトの小物で心もほっこり

ブロックカラーがおしゃれな、ウール100％の薄手で柔らかな大判ストール。
首に巻くだけでなく、肩に羽織って使うこともできます。

編地がおしゃれなネックウォーマー。
無地なのでどんな服にも合わせやすい。 作業がしやすい指なし手袋。

手首は長めでしっかりカバー！
野外でも、家の中でも。
冷えやすい足元をあたたかく。

手織りウールストール
各 ￥9,180 
■サイズ（約）：縦80×横180cm、フリンジ6cm　■素材：ウール　■生産地：インド
■フェアトレードカンパニー

ピンク系A 631210商品番号 ブルー系B 631211商品番号

数量限定

テラコッタ置物
各 ￥594 
■サイズ（約）：　 5×7.3×3.8cm、　 6×4.7×3.7cm
■素材：テラコッタ（素焼き）　■生産地：バングラデシュ
■フェアトレードカンパニー

数量限定

631280商品番号A 小鳥 631281商品番号B フクロウ

A

B

落ちついたゴールドのテラコッタ製置物。
玄関先やデスク周りなど、小さなスペースに癒しを与えてくれます。
重さがあるのでペーパーウェイトとしても活躍しそう。

マグカップのデザイン部にはポケットが！
自分用にはもちろん、プレゼントにぴったりなコースター。はばたく鳥がモチーフのブローチ。羊毛フェルト製で軽いのも魅力。

（共通）■素材：アルパカ　■生産地：ペルー　■プレス・オールターナティブ　※中性洗剤を使用してご自宅で手洗いしていただくことが可能です　※アルパカの毛は
細長く、やわらかいため、着用後ブラシで毛並みを整えることで、風合いを長く楽しむことが出来ます。

山羊革ストラップ付小物入れ
各 ￥1,404 

山羊革ペンケース
各 ￥1,512 

■サイズ（約）：縦9×横11cm

（共通）■素材：山羊革、ポリエステル　■生産地：インド　■プレス・オールターナティブ　※山羊革商品は天然素材を余すところなく使用している為、小さなキズや
シワが見られることがあります。

■サイズ（約）：縦6×横20×マチ2.5cm

数量限定

数量限定

631274商品番号A チェリー 631277商品番号A チェリー
631275商品番号B ソックス 631278商品番号B ソックス631276商品番号C キリン 631279商品番号C キリン

ポケット付きフェルトコースター
各 ￥702 

フライングバード・ブローチ
各￥1,296 

■サイズ（約）：9.5×9.5×厚み0.7cm　■素材：ウール、コットン　■生産地：ネパール
■フェアトレードカンパニー　※マグカップは商品に含まれません。■サイズ（約）：縦6×横5cm　■素材：ウール　■生産地：ネパール　■シサム工房

数量限定数量限定

631293商品番号631290商品番号 B ブルーB ブルー 631292商品番号631289商品番号

631291商品番号

A ターコイズA グリーン
C ピンク

冬のアウトドアはアルパカグッズでぽかぽか

アルパカ
ネックウォーマー
各￥6,912 

■サイズ（約）：幅26×長さ25cm

数量限定

631282商品番号A ライトグレー
631283商品番号B ダークグレー
631284商品番号C ベージュ

アルパカ
フィンガーレス・てぶくろ
各 ￥6,264 

アルパカ
レッグウォーマー
各 ￥6,912 

■サイズ（約）：幅7×長さ25cm ■サイズ（約）：幅12×長さ40cm

数量限定 数量限定

631285商品番号 631287商品番号A ダークグレー A ダークグレー
631286商品番号 631288商品番号B ベージュ B ライトグレー

A

B

B

インドの伝統工芸品　山羊革小物
ひとつひとつ手作業で作られ、貴重な革を余すところなく使うのが特徴の伝統工芸品。
植物性のタンニンでなめされた山羊革は廃棄後、有害物質を発生せずに土で分解され
るので、環境に負荷をかけない素材とされています。
植物性のタンニンでなめされた山羊革は廃棄後、有害物質を発生せずに土で分解され

あったか大判ストール

B

B

B

B
A

B

A

バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ https://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

フェアトレードの雑貨

開発途上国の生産者から適正な価
格で製品を買い取るフェアトレード。
生産者の生活改善と自立を支援す
るだけでなく、自然環境に配慮され
た商品も多くあります。
今回は、これからの季節におすすめ
のあったかグッズや、使い勝手の良
い山羊革グッズ、どこかほっこりする
かわいい小物をご用意しました。

ピンク系A

B ブルー系

B

A

A

A

B

B

C

C

C

B

A

A

B

B

C

マチ付きでたっぷり入り、
シンプルな使いやすい形
のペンケース。

寒さ対策には首、手首、足首の3首を温めることが大事といわれています。
肌触りよく保温性に優れたアルパカ素材を是非お試しください。

小銭やカード、
飴玉を入れても。
鞄にぶら下げら
れるストラップ付。



家でも外でも。ホッと休まる飲み物。

ポケット付き
フェルトコースター
各￥702 

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、ホワイト・アーモンド、抹茶ホワイト・ライスキノアパフ、ビター・ザクロ、
ペルー75　■カカオ原産国：ボリビア、ペルー、他　■生産国：スイス　■賞味期限:製造より
12ヶ月　■フェアトレードカンパニー
※お届けは11月上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月上旬以降にお届けか、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回分頂戴いたします。

※チョコレートは別売りです。720326商品番号

数量限定

数量限定

オレンジ 抹茶ホワイト・
ライスキノアパフ

ビター・ザクロ

631292商品番号

631293商品番号

A ターコイズ
Bブルー

ホワイト・
アーモンド

詳しくは
P.11を

ご覧ください

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。

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

720210商品番号

「いのちが一番大事」を口癖に、
農薬や化学肥料を使わない栽
培方法を実践している林農園。
甘みと渋みのバランスが絶妙
な、スッキリした味わいの烏龍茶
です。

林農園の烏龍茶
ティーバッグ
￥518 
■内容量：15g（1.5g×10包）　■原材料：茶（半発酵茶）
■原料生産国：台湾　■賞味期限：製造より1年
■プレス・オールターナティブ

720333商品番号

野鳥は森林や河川、干潟、海等様々な環境を利用しています。
そのような環境は、人の食べ物を生産する場と重なることがあります。
人と野鳥、どちらが優位ということはありません。同じ地球のなかまとして、共存していけるよう、
環境に配慮して作られた食品を選ぶことは、野鳥が生息できる環境を守ることにつながります。
さらに、食品を通じて野鳥に思いを馳せてほしい…そんな願いも込めて商品選びをしています。

日本野鳥の会がなぜ食品を扱うの？

かぶくりぬまのふゆみずたんぼ米無農薬　5kg
各￥3,888 

　
チュウヒ米 減農薬5割　5kg　 
￥3,672 

■宮城県産5kg入り　■蕪栗グリーンファーム

■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

720188商品番号

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

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。

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。雑穀がお好きな方はぜひ玄
米をご賞味ください。※今年は日照り続きだったため、やや
品質が落ちる可能性がございます。

マガンの国内最大級の越冬
地であり、ラムサール条約
登録湿地でもある宮城県の
蕪
かぶくりぬま

栗沼。その周辺水田にお
いて無農薬・無施肥で栽培さ
れたササニシキを使用した、
すっきりとした上品な甘さの
あま酒です。

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。

生き物と一緒に作るお米 ラムサール条約登録湿地よりお届け

720193商品番号ひとめぼれ
720190商品番号ササニシキ

日
用
品
・
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ペルー75

B

A

※ここに紹介している商品は開発途上国の支援というフェアトレードの枠を超え、環境破壊や伝統的な文化・技術喪失といった問題を、国内外問わず地域の人たちと
　一緒に解決する「コミュニティトレード」商品も含まれています。

ポケット付き
フェルトコースター
各￥702

■セット内容：オレンジ、ホワイト・アーモンド、抹茶ホワイト・ライスキノアパフ、ビター・ザクロ、
ペルー75　■カカオ原産国：ボリビア、ペルー、他　■生産国：スイス　■賞味期限:製造より

　他の商品を同時にご注文の場合は、一括して11月上旬以降にお届けか、分納（他の商品を

※チョコレートは別売りです。720326

数量限定

数量限定

631292商品番号

631293商品番号

A ターコイズ
Bブルー

詳しくは
P.11を

ご覧ください

人と野鳥、どちらが優位ということはありません。同じ地球のなかまとして、共存していけるよう、
環境に配慮して作られた食品を選ぶことは、野鳥が生息できる環境を守ることにつながります。
さらに、食品を通じて野鳥に思いを馳せてほしい…そんな願いも込めて商品選びをしています。

B

A

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　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 13※価格は全て税込表示です。

人も自然もうれしいフェアトレード食品

今年は新味が2種登場！ミルクと濃厚なココアバターにアーモンドの食感がマッチ
したホワイト・アーモンドは、甘すぎないのでホワイトが苦手な方にもおすすめ。ペ
ルー75はカカオ分75％でも食べやすい、ビターな大人の味。

黒糖くるみ　2袋セット
￥713 
■内容量：40g×2袋　■原材料：くるみ、加工黒
糖（粗糖、黒糖、糖みつ）、砂糖（粗糖、糖みつ）　■
原料生産国：アメリカ（くるみ）、日本（その他）　

（共通）■賞味期限：製造より180日　■プレス・オールターナティブ

720327商品番号

ミネラルたっぷりの黒
糖で手軽に栄養補給！
ホロホロとした歯触り
の懐かしい味わい。

緑茶くるみ　2個セット
￥713 
■内容量：35g×2袋　■原材料：くるみ、粗糖、
脱脂粉乳、緑茶、抹茶　■原料生産国：アメリカ（く
るみ）、日本（その他）

720329商品番号

規格外の小さなクルミ
に、緑茶の衣をまとわ
せました。ほんのり甘く
てほろ苦い大人の味。

カレーカシュー　2個セット
￥756 
■内容量：35g×2袋　■原材料：カシューナッツ、小麦粉、砂
糖、コーンスターチ（遺伝子組み換えでない）、食塩、なたね油
（遺伝子組み換えでない）、ターメリック、カレー粉　■原料生
産国：スリランカ（カシューナッツ、香辛料）、日本（その他）

720331商品番号

かぶくりぬまのあま酒
￥1,620 

こうのとり醤油
￥648 

■内容量：720ml　■原材料：米麹100％　※保存料無添加
■賞味期限：製造より1年　■蕪栗グリーンファーム
※アルコールは一切含まれておりません。

■内容量：500ml　■原材料：大豆、小麦（どちらも兵庫県豊岡
市）、食塩（国産）　■賞味期限：製造日より2年　■大徳醤油

ミネラルたっぷりの黒
糖で手軽に栄養補給！
ホロホロとした歯触り

規格外の小さなクルミ
に、緑茶の衣をまとわ
せました。ほんのり甘く

16種のスパイスを
使ったサクッと軽い
口当たりのヘルシー
おやつ。化学調味料
不使用。

コウノトリが暮らす、兵庫県但馬地方。コウノトリが暮らせる環境に配慮してつくられた
大豆と小麦を使い、但馬の多様な微生物が四季の温度変化の中でゆっくり醸した天然
醸造醤油です。

調味料としてはもちろんのこと、下記にご紹介している
お米を使って、焼きおにぎりをつくるのもおすすめです。

生き物を育みながらつくられた醤油

食
　
　
　品

710340商品番号

710290商品番号

アウトドアのお供に。おいしく手軽につまめるおやつ。

毎年人気のチョコレート。ギフトにもぜひ



自然栽培茶
「ほうじ茶」2袋セット
￥1,728 
■内容量：200g×2袋
■賞味期限：メーカー出荷より1年
■杉本園

自然栽培茶「初芽」
￥1,404 
■内容量：100g
■賞味期限：メーカー出荷より1年
■杉本園

710087商品番号

サシバの里の里山うどん
250g入り×5袋セット
￥2,160 720197商品番号

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

北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち
葉の匂いやカツラの甘い香りがしてきます。シ
マフクロウの持つ重厚感と絶滅近くまで追い
詰められた歴史。シマフクロウが棲む森と歴
史をイメージしてブレンドしました。コーヒー
の苦味と深い香りをお楽しみください。

コーヒーの木の周りに様々な種類の
シェードツリーが植樹されており、
渡り鳥の休憩場所ともなる。

当会のシマフクロウブレンドをイメージした、美濃焼のマグカップがで
きました。表面には厳かなシマフクロウの姿を立体加工で表し、カッ
プの底にはバードフレンドリー®コーヒーの普及の願いを込めて認証
マークを印字しました。

北海道東部の湿原。4月頃、卵からかえったばか
りの雛は、まだ新芽が出る前の枯れたヨシ原の
中で育てられます。そんなタンチョウが子育て
をする湿原をイメージしてブレンドしました。酸
味のあるスッキリした味わいのコーヒーです。

シマフクロウブレンド
各 ￥1,080

■内容量：180ｇ　■有機JAS認証　■産地：エチオピア、グアテマラ他
■賞味期限：製造より1年　■パッケージイラスト：Haruki　■小川珈琲

B 豆   　 710337商品番号

タンチョウブレンド
各 ￥1,080

■内容量：180ｇ　■有機JAS認証　■産地：グアテマラ、ホンジュラス他
■賞味期限：製造より1年　■パッケージイラスト：Haruki　■小川珈琲

A 粉 710336商品番号

B 豆   　 710184商品番号A 粉 710183商品番号

当会が力を入れて保護活動を行っているシマフクロウとタン
チョウが生息する環境をイメージしたブレンドです。日本で
初めてバードフレンドリー®コーヒー豆を取り扱った京都の
小川珈琲が焙煎しています。

当会が力を入れて保護活動を行っているシマフクロウとタン

710085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/14 15

食
　
　
　品

食
　
　
　品

秋になると、多くの野鳥が集まる柿の実。そんな柿の「葉っ
ぱ」でつくられたお茶は、渋味や酸味もマイルドで飲みやすい
味です。ノンカフェイン、無農薬、自然栽培のため、どなたでも
安心して飲んでいただけます。

四国地方の里山で育った柿の葉
を１枚１枚手摘みで収穫して、乾
燥・加工しています。

野鳥に大人気の柿！そんな柿の「葉っぱ」のお茶

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
不使用。※残留農薬検査済（227項目未検出）

柿茶
￥1,080 
■内容量：1.5g×20包
■原材料：柿の葉（香川県、徳島県）
■賞味期限：24ヶ月　■柿茶本舗

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

710280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○

野鳥も大好き！みかんのおやつ

「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。

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、無化学肥料（有機肥料のみ）で栽
培した小麦を使用したうどんです。除草剤
は一切使わず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。

サシバの生息環境に配慮して作ったうどん

コーヒーマグカップできました

竹杭に留りエサ
を探すサシバ

バードフレンドリー®コーヒー豆を
使用した
日本野鳥の会オリジナルコーヒー

無農薬・無施肥の
自然栽培茶

シマフクロウ・マグカップ
￥2,160 
■素材：陶磁器（美濃焼）　■サイズ（約）：直径8.2×高さ6.5cm
■表面デザイン：やぎさん工房
※電子レンジ〇オーブン×　※陶磁器は、色、大きなに僅かな個体差がございます。

603990商品番号
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厚さ5mm
ポケットサイズ

野鳥を調べるには見た目だけでなく「季
節」と「場所」が重要です。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。

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　■絵：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」（P.18）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」「ECペン」「G-Speak」との互換性はありません。

000241商品番号

000251商品番号

一括ブックカバー 
￥432 651010商品番号

ハンディ図鑑
2冊を1つにまとめるカバー。

B

A

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。

■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）
■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

識別だけにとどまらな
い豊富な情報にもかか
わらず、女性でも片手で
持てる厚さと幅なので、
野外での使用におすす
めです。また、しおり紐
が2本ついており活用し
やすくなっています。

充実した内容、
かつ使いやすい！

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。

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。

000280商品番号

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　■154種収録

000290商品番号

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。

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　■鳥の説明カード付

￥2,160 500240商品番号

【バックコーラス】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

【バックコーラス】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

「朝のせせらぎ」オオルリ／ヒガラ／クロツグミ

「夜の森」フクロウ　【バックコーラス】カンタン（虫）

「高原に輝く歌声」ウグイス／アカゲラ／カッコウ／アカハラセンダイムシクイ

B

■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

A　CD 声でわかる山野の鳥 
￥2,052 500210商品番号　
　CD 声でわかる
　水辺の鳥・北や南の鳥 
￥2,160 500220商品番号

■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

知れば知るホドおもしろい　鳴き声の世界

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

字も絵も大きくて見やすい！

日本国内で観察されたほとんどの野鳥を収録！

ふつうの野鳥図鑑では
ありません

会誌「野鳥」を
まとめるファイル

「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。

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

000300商品番号

野鳥のヒナにであったら、
あなたはどうする！？

鳴き声と自然の音色を聴く

野鳥の声を聞き分ける＆覚えるためのハウツーＣＤ
野鳥観察ハンディ図鑑「新・山野の鳥 改訂版」「新・水辺の鳥 改訂版」（P.16）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・メスの声など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・収録地を記載したリーフレット付です！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。

BA

主
な
収
録
種

厚さ約1.6cm！ポケットに入ります

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

A4サイズ
会誌「野鳥」ファイル
￥1,080　　 606821商品番号

地域による鳴き声の違い・さえずり・地鳴き・メスの声など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・収録地を記載したリーフレット付です！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。

聞き分けの
解説付
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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

「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。

別売の「野鳥観察
ハンディ図 鑑 」
（P.16）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 ！

鳥声シールで
お持ちの
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40g　■O&S
※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」「ECペン」
「G-Speak」との互換性はありません。

103801商品番号

♪

付属のシールを貼るとお持ちの図鑑が鳴き声図鑑に！

野鳥の声を録音する、コンパクトなボイスレコーダー

室長 富岡の
おすすめ

今は良い時代になりました。昔は繁殖シーズンになると、ひ
たすらテープやCDを聞いて、鳴き声を覚え、フィールドに
出かけたものです。今は、フィールドでタッチペンを使い、
その場で確認できますし、分からない声がすれば、レコー
ダーで録音し確認することもできます。ボイスレコーダー
の性能も上がり、うまく録音できれば編集いらずで、そのま
ま聴いて楽しむこともできます。

普及室・富岡のヒトコト
～野鳥録音の楽しみ方～

持ち歩きが楽なポケットサイズ。直感的に録音／再生の操作がで
きます。気軽に鳥の声を楽しみたい方におすすめの機種です。
◆ 散歩中に聞こえた鳥の声を調べる。
◆ 囀りを録音し、オリジナルのBGMを編集。
◆ バードウォッチングのボイスメモとして…

初めての方でも、気軽に鳥の声を録音

夕方～夜、レコーダーを袋（防水）などに入れて木などに固定して
放置します。翌日の朝、レコーダーを回収すれば、夜間から早朝に
鳴く野鳥の声を録音することができます。
※おすすめの設定は48kHz/16bit（約10時間～20時間)。
※電池とSDカードの電力消費量によって、録音時間が変わります。

長時間録音に挑戦、朝・夜の鳴き声を録る

本体でも音声の編集が可能ですが、より細かい編集には別途ソフ
トウェアを活用してください。
フリーソフトの「Audacity」、「WavePad」で検索
※オリンパス製の音声編集ソフトウェア（有料）別売。

音声編集

オリンパス　LS-P4 ボイスレコーダー 
￥19,440 
■サイズ：高さ10.89×幅3.96×奥行1.44cm
■重さ：75g　■録音形式：FLAC/リニアPCM（WAV）/MP3
■Blutooth対応（専用アプリはAndroidのみ対応、iOSは非対応）
■データ保存:内蔵メモリ（8GB）またはマイクロSD
　※マイクロSDカードは別売。2GB～32GBまで対応。
■USB接続可能（データ転送、充電）　※給電しながらの録音は不可
■オリンパス

103519商品番号

風の音を防ぐウィンドシールドと
あわせての使用がおすすめです。

オリンパス　WJ２ウィンドシールド 
￥4,093 
■サイズ（個装箱）：高さ8×幅5×奥行
　13.5cm　
■重さ：36g　■オリンパス

103521商品番号

CD「鳴き声ガイド」(P.17)の制作を行った松田道
生さんが本機を使用して栃木県・日光にて録音し、
編集した鳴き声のサンプルCD「Recording by 
LS-P4」をプレゼント！

レコーダーがすっぽり入るケースが付いてきます。

当会オリジナル特典 その1

当会オリジナル特典 その2

動植物だけじゃない。身近に広がる自然科学の魅力。

『カラスの教科書』でおなじみ、松原先生による生きもの観察

近所に溢れる自然について、ご存知ですか？

自然科学史にみるシーボルトと野鳥
自然科学史の中で大きな功績を残した博物学者シーボル
ト。本書では、彼の半生を当時の時代背景を交えて考察し、
来日中に出会った日本人の学者や絵師との関係や、各動植
物標本を収集したときのことが紹介されています。
なかでも、学名についてのエピソードは興味深い
ものが満載です。

世界初の人工雪の製作に成功し、雪の
研究に魅せられた物理学者・中谷宇吉
郎。雪の話はもちろん、卵を立てる話や
琵琶湖の水の話など興味深いエッセイ
が満載です。身近な物事を科学的視点
で考える面白さを教えてくれます。

ただ鳥を眺めたり、写真に撮るだけでは
もったいない！ツバメ、セキレイ、カワセ
ミ、コチドリなど、身近な野鳥の観察例
や研究例、素朴な疑問などを松原先生
がわかりやすくご紹介。今までと違う「目
のツケドコロ」で、もっと野鳥の世界が
広がります。

中
なかやうきちろう

谷宇吉郎　雪を作る話
￥1,512 

鳥類学者の目のツケドコロ
￥1,836 

005746商品番号

005743商品番号

■著：中谷宇吉郎
■B6変型判、224ページ　■平凡社

■著：松原 始
■四六判、360ページ　■ベレ出版

場所の専門家、トコロジスト。その意義
や楽しみ、歩き方や記録のまとめ方を具
体的に紹介。身近な鳥がわかるように
なったら、河原や公園など自分のフィー
ルドを一か所決めて、その場所の専門家
（トコロジスト）を目指しませんか？

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

■著：箱田敦只（日本野鳥の会普及室）
■四六判、256ページ

「星の文人」と呼ばれた天文随筆家であ
り、冥王星の和名訳者である野尻抱影。
星は、野鳥と同じく観察には双眼鏡や望
遠鏡を使い、野鳥と同じく季節によって
変化します。読後、きっと星空を見上げ
たくなる一冊。

少年時代を過ごした半径1.5メートル程の
範囲が、大事なことをみんな教えてくれたと
いう著者。野生動物とのつきあい方を身に
つけた、松原先生の少年期を描きます。「双
眼鏡事始め」は、自然観察を始めた方には
是非読んでいただきたいことが満載です。

「トコロジスト」提唱者の著書。自分の家
の周りにいつどんな花が咲いているか
すぐに思い浮かべられますか？この本で
は、地図を使って身の回りの生きものの
暮らしぶりをまとめる方法を具体的にご
紹介。トコロジストを目指す方必見の書
です。

野
のじりほうえい

尻抱影　星は周る
￥1,512 

カラス先生のはじめての
いきもの観察
￥1,620 

生きもの地図をつくろう
￥799 

005747商品番号

005744商品番号

005684商品番号

■著：野尻抱影
■B6変型判、224ページ　■平凡社

■著：松原 始
■四六判、242ページ　■太田出版

■著：浜口哲一（元日本野鳥の会神奈川支部長）
■新書判、190ページ　■岩波書店

ナチュラリスト　シーボルト
日本の多様な自然を世界に伝えたパイオニア
￥2,592 005745商品番号

■編著：大場秀章　■A5変型判、240ページ　■ウッズプレス



巣
箱
・
餌
台

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
※木にくくりつけるヒモ（しゅろ縄）付。
※プラスドライバーをご用意ください。

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
てお困りの方におすすめする商品です。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すすめです。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すすめしません。　

■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。

※プラスドライバーをご用意ください。

￥2,916 

Swallow-box（スワローボックス）
（組立キット）

200010商品番号 200104商品番号

バードフィーダーは清潔に、マナーを守って。

●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。
●バードフィーダー設置により野鳥が集まりすぎると、鳴き声や糞等により近隣住民に迷惑がかかる場合があります。設置は個人
の敷地内に限り、適切な餌量でマナーを守ってお楽しみください。

バードフィーダーを設置する際のご注意は当会ウェブサイトをご覧ください。

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。

バードフィーダーと巣箱を設置する際のお願い

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。　https://www.wbsj.org/

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。

￥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

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。

来
き ま ち い し

￥～来待石（きまちいし） 小型 
中型 

206262商品番号

206263商品番号

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。
側面は透明のアクリル板で中身が見える仕様。
ひまわりの種やアワ、ヒエなどの穀類を入れてご使用ください。

￥2,808 

タワーフィーダー・ミニ
（組立キット）

201530商品番号

巣
箱
・
餌
台

長年愛されている定番モデル ツバメのための巣箱

吊り下げ式の可愛いミニフィーダーです　

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。

果物フィーダーⅡ
￥2,160 201581商品番号

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。

メタルフィーダー 
￥3,400 
■サイズ（約）：高さ23×直径10cm
■素材：アルミダイキャスト、プラスチック
■内容量（約）：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　
　行った製品です。
■中国製

201423商品番号

野鳥だって甘い果物が大好き 英国で人気の金属製フィーダー

■サイズ（約）：横36.4×縦25.7ｃｍ
■素材：ソフピール　■イラスト：薮内正幸　■着脱可

オリジナル バードセイバー
「オオタカの飛翔」（2枚組）
￥1,851 

空や景色が映り込む窓ガラス面にステッカーを貼るこ
とで、野鳥にガラスがあることを認識させ衝突事故を
減らそうというもの。窓ガラスの内貼用。

608191商品番号

内側
（オオタカのイラスト）

外側
（シルエットのみ）

窓ガラスに貼って野鳥の衝突事故を防ごう

■サイズ（約）：幅21.5×高さ21×奥行6ｃｍ　■素材：トドマツ　■日本製
※プラスドライバーをご用意ください。

■サイズ（約）：幅14×高さ18×奥行14cm
■素材：トドマツ　■日本製　■吊り上げ紐付き
※プラスドライバーをご用意ください。

日本野鳥の会　餌台の管理について

※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　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

数量限定



雑
　
　
　貨

ソールラック ウォーム
￥1,080 
■サイズ：男女兼用フリー
　（対応サイズ：23～28cmまで）
お履きの中敷にあわせてカットしてお使いください。
※「バードウォッチング長靴」4Ｌには対応していません。
■素材：ポリエステル、ポリエチレン、EVA　■日本製
※バードウォッチング靴下メリノとソールラックウォー
　ムを一緒に使用する場合は、普段履いている長靴よ
　り1サイズ大きい長靴がおすすめです。

441431商品番号

■素材：ウール、ポリエステル、コットン、ポリウレタン、ナイロン　■日本製

バードウォッチング靴下ドライ   
各 ￥1,404 A ツバメ（紳士用） L（25～27cm） 

B ツバメ（婦人用） M（23～25cm）
C キクイタダキ（紳士用） L（25～27cm）
D キクイタダキ（婦人用） M（23～25cm） 

441816商品番号

441818商品番号

441817商品番号

441819商品番号

※価格は全て税込表示です。 23バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ https://www.birdshop.jp ※価格は全て税込表示です。Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/22

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）
■タイ製　■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。

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

グリーン

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、軽くて小さくたためる
長靴を目指しました。

サイズはSSから4L（23～29cm）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
ついています。

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

ブラウン
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。ウ

エ
ア

ウ
エ
ア

※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。

メリノウール
使用

ポリエステルと
ポリエチレン等で
空気の層を作り、

真冬でも優れた保温性を
実現します。

ポイント ！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 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 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 商品番号

足型サイズと足入れサイズ ※「メジロ」「カモフラージュ」の
カラーは、ただいま生産準備中
です。最新の入荷情報は、オンラ
インショップ「ワイルドバード」の
ウェブサイト上、メールマガジン
で配信いたします。
※生産中止ではありません。

いろいろなシーンで活躍！

農業ガーデニング水辺の観察

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開発され
た、もっともバードウォッチング長靴に合うインソールです。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にくいのが
特長です。

寒い季節、薄手のバードウォッチング長靴は足元が冷たくなるので敬遠される方が多いのではないでしょうか？
10種類以上の暖かい中敷きから最もバードウォッチング長靴に合うモデルをベースに、
体温を熱源とする蓄熱効果がある暖かいインソールを開発しました。

バードウォッチング長靴を使用した
後はどうしても内部が蒸れて、靴下
も湿ってしまうことがあります。そこ
で、あのジメジメ感から素早く解放
されることを目的に靴下をつくりま
した。素材に、吸湿速乾素材とメリノ
ウールを使用することで、速乾性を
実現しました。

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

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（M用・片足）　■台湾製

SS・S用 M用

L・LL用 3L・4L用
441421商品番号

441424商品番号 441425商品番号

441422商品番号

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

寒い季節でもバードウォッチング長靴を快適に！

■素材： ウール、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン　■日本製
※使用上の主な注意事項： 乾燥機の使用はお控えください。中性洗剤を使用してください。

バードウォッチング靴下
メリノ   
各 ￥1,944 A ゴイサギ（紳士用） L（25～27cm） 

B ゴイサギ（婦人用） M（23～25cm）
C ツグミ（紳士用） L（25～27cm）
D ツグミ（婦人用） M（23～25cm） 

441824商品番号

441826商品番号

441825商品番号

441827商品番号

C D

メリノウール
使用

バードウォッチング長靴を履いた
ときに、冷えを感じやすい甲部
分の生地を厚くすることで、保温
効果を高めて暖かさをキープし
ます。

寒冷地でもポカポカ、厚手の靴下サラッと感がすぐにもどってくる靴下

当会の長靴のサイズ表記は「足型サイズ」です。「足型サイズ」は靴を作る際に用いら
れる型のサイズ。「足入れサイズ」は、履く人の足の寸法にあった、つま先などの余裕
（捨て寸）を含めたサイズです。当会の長靴をお求めになる際は、普段履かれている
靴のサイズより、1cm程度大き目のサイズをおすすめしています。

A B
CA B D
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大好評アウトドアグローブ！ リピーター続出中

やまタオル 
各 ￥1,296

■サイズ（約）：20×120cm　■素材：綿100％
　

A ピンク 441387商品番号 B ネイビー   　 441398商品番号

C ライム   　 441397商品番号

A

A

B C

アウトドアや
スポーツに
ピッタリ！

ピンクのみ
在庫限り

収納力抜群の多彩なポケットを備え、身頃には耐久性に優れたメッ
シュ素材、肩とポケット部には高強度素材バリスパン®を使用し、快適
性と耐久性を両立しました。

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！

人間の毛髪の10分の1という極細のマイクロファイバーを密に編ん
だ素材です。薄手で軽量ながら、繊維間に多くの空気を蓄えます。保
温性と通気性のバランスがよく、運動量の多い場面でも汗の蒸気を
効果的に排出し速乾性にも優れます。生地表面はたいへん柔らかく、
滑らかな質感です。

モンベル　ネイチャーガイドベスト グリーン（紳士）
各 ￥13,932
■サイズ（約）：（M/L）：身長165～180cm、胸囲112cm　（XL/2XL）：身長
175～190cm、胸囲120cm　■素材:バリスバン（ナイロン超耐久撥水加
工）　■重さ（約）：431g　■ポケット13個付（フラップ付き4、ジッパー付き
5、ジッパーなし4）　■モンベル

M/L 441942商品番号 XL/2XL 441943商品番号

モンベル　シャミースマフラー
各 ￥1,188
■サイズ（約）：24×160cm　■素材：ポリエステルシャミース　

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

■サイズ（約）：58cm（頭周り）
■素材：アクリル　■中国製

モズ カワセミ

A

A モズ 
B カワセミ   　 

410081商品番号

410082商品番号

頭と首の寒さ対策がひとつでできる

B

モンベル　ジオライン® L.W.
インナーグローブ（ブラック）
各 ￥2,057 

■素材：ポリエステル100％　■中国製
■モンベル
※薄手素材ですが、普段お使いのグローブに重ねて
　使用すると、少しきつく感じることがあります。
※アウトドアグローブとサイズが異なります。　

S 403996商品番号 M 403997商品番号

L 403998商品番号

ライトウェイト

アウトドアグローブを暖かい手袋にするインナーグローブ

■　　  のみ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

A B

■内容：ピンク、オレンジ各1双入り

　
　アウトドアグローブパステル（２色セット） 
各 ￥1,296

C

S
L  

441382商品番号

441384商品番号

M 441383商品番号

M

L

■内容：迷彩、カーキ各1双入り

　
　アウトドアグローブ（2色セット）
各 ￥1,296 S

L
441361商品番号

441363商品番号

M 441362商品番号

S M

L

当会オリジナルキャップ！

軽いのにあったかいシャミースマフラー

バードウォッチングに便利な多機能ベスト！

防臭機能のついたオリジナルタオル

前面

背面

インナーグローブサイズ表
（単位：ｃｍ）

サイズ 　全長 　中指

Ｓ 22.5 8

Ｍ 23.8 8.5

Ｌ 25.9 9

A B

B

A

手袋をはめたまま図鑑をめくれます

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

D

背面背面

B

背面C D

C

A

当会オリジナルの「アウトドアグロー
ブ」は素材が綿のため、寒い季節は使
いにくい場面がありました。そこで、皆
さまに寒い季節でもアウトドアグロー
ブをお使いいただけるよう、インナー
グローブをご紹介します。遠赤効果と
極細繊維で作るモンベル独自の構造に
より繊維の中に空気を蓄えることで、
暖かさを持続します。もちろん、アウト
ドアグローブ以外にも使えます。

D

■内容：イヌワシブラウン、ツバメネイビー各1双入り

　

　アウトドアグローブ 野鳥Ⅱ（2色セット）
各 ￥1,296

A

S M L441590商品番号 441591商品番号 441592商品番号

イヌワシ
©水谷高英

ツバメ
©水谷高英

大好評アウトドアグローブ！ リピーター続出中大好評アウトドアグローブ！ リピーター続出中

■内容：シマアオジ、サンコウチョウ各1双入り

　

　アウトドアグローブ 野鳥（2色セット）
各 ￥1,296

B

S M L441301商品番号 441302商品番号 441303商品番号

シマアオジ
©水谷高英

サンコウチョウ
©水谷高英

オリジナルキャップ   
各 ￥3,024

■サイズ（約）：周囲　 56～60cm、 　56～64cm、　　  54～62cm
■素材：綿　※背面ベルトで調節可

C ベージュ          D ネイビー    
カワセミ
A グリーン   
　   

アカアシチョウゲンボウ
B サンド   
キビタキ

409156商品番号

409151商品番号

409157商品番号

409152商品番号

A B C D

ポケットたくさん

大きなバックポケット

B6サイズのノート入ります。

極細繊維を短く起毛させた
生地です。
とても優しい手触り。

サイズ調節可能です。

A ベージュ 421773商品番号 B ネイビー   　 421774商品番号

B

S



観察用品たち
バードウォッチングにもっていきたい

樹脂性で手が冷たくならない！
便利なカラー・カウンター

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品
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25リットルのザックにも収納できます。さらに、
３段階で高さの調整ができるので、状況に合わせ
て使えます。

エアライト・１ポールシート
￥5,076 
■サイズ（約）：座面33×28cm　高さ42/52/61cm
■重さ（約）：400ｇ　■耐荷重目安：100kg
■素材：（フレーム）7075超々ジュラルミン、
　7001ジュラルミン、（生地）ポリエステル
■収納袋一体型　■ロゴス

304583商品番号

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 
￥5,122 
■素材：ポリプロピレン、牛革
■重さ（約）：170g　■日本製

103331商品番号

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

ワンタッチで
双眼鏡を着脱

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。

本体の長さは
43～37cm
まで

調整可能

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

ホルスター型 
クビラックⅢ

※双眼鏡は含まれません。

ビノキュラーカバー 
￥1,944 
■サイズ： 直径約23cm。30～40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）
※双眼鏡は含まれません。

306104商品番号

ワンタッチで雨や雪
から双眼鏡をカバー
します

双眼鏡のストラップにワンタッチでフックをかけ、
双眼鏡をくるっと包むことができます。

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

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。図鑑の文字や
識別ポイントを見るのがつらいときにも便利です。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）

愛知県でつくられる「三河木綿」の刺し子織は、生地の凸凹により耐久性、耐火性、
保温性、吸湿性に優れ、柔道着に使用されています。このバッグシリーズは、道着づ
くりで培った技術で縫製されています。たっぷり入るトートバッグは、持ち手の幅が
広く、肩への負担を軽くする設計です。いろんなものを持って行きたいアウトドアで
何かと活躍します！

外に２つ、内側にも１つポケットがあり、図鑑や
メモ帳などの収納が便利です。Tiny(小さい）
でシンプルなショルダー。

薄暗いときにはとても重宝。
図鑑を読む時も便利です！

2倍

観察時、首にかかる負担を軽減できる、アイデア商品

トコロジスト（P.19）の著者「箱田敦只」がおすすめするルーペ

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

sasicco 三河木綿
タイニーショルダー
各 ￥6,804

■サイズ（約）：縦21×横（上）30（下）22×マチ10cm、
　調節可ベルト142cm　■重さ（約）：280g
■素材:(表地)綿100％(内側)綿100％、牛革
■外ポケット×2、内ポケット×1　■タネイ

305056商品番号A レッド

305057商品番号

305055商品番号

B オリーブ
C ネイビー

A

B

 各 ￥1,944
オリジナル傘袋

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

441388商品番号 441389商品番号A グリーン B ネイビー

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。

C

B

A

ワンポイントで軽量＆コンパクト！

双眼鏡が濡れるのを軽減するカバー

40口径など、大きめ・重めの双眼鏡と相性が良いです。

室長 富岡の
おすすめ

１本足で不安定で、本当に大丈夫
か？と思いながら、大洗～苫小牧航
路で使ってみました！
揺れる甲板ですが、意外と安定し、
揺れに合わせて重心を移動できる
ので、観察に適していました。
もっとも良かった点は、高さ！
最大に伸ばすと61cmになります。
この高さだと、座ったままで、甲板
の手すりも邪魔にならず、海鳥た
ちを観察することができました。
コンパクトな折りたたみの椅子で、
この高さは実に機能的でした。
そして、壁に寄り掛かれば、そのま
まうとうと居眠りもできました・・・。
すみません。余計な情報でした・・・。

普及室・富岡の
ヒトコト

濡れた折りたたみ傘を、そのまま収納
1 2

3

sasicco
三河木綿ビッグトート
各 ￥4,644

■サイズ（約）：縦36×横（上）47.5
　（下）30×マチ18cm、
　持手高26cm
■重さ（約）：370g
■素材：綿100％
■内仕切りポケット×1　■タネイ

305049商品番号A カーキ

305051商品番号

305052商品番号

B レッド
C オリーブ

B

C

C

A

A B

船上バード
ウォッチングの
海水対策にも！

5倍

1

2

3

▲スターターセット（P.30）がゆったり入ります。
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双眼鏡えらび 望遠鏡！直視型

傾斜型

倍率とは1 望遠鏡の口径とアイピース1

最短合焦距離とは★2

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。

倍率は、実際の距離が１／（倍率）まで近づいたときと
同じように見える、という意味です。

口径は主に小・中・大の３つに分けられます。

近くのものをみたときピントが合う最短距離のこと。例え
ば、最短合焦距離が2mの場合、2m先のものから
はっきり像が見えます。この距離が短い機種は、近くの
植物や昆虫の観察も楽しむことができます。

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。

接眼レンズ
接眼レンズ

8×42
倍率 対物レンズの

口径の直径（mm）

接眼レンズ

アイレリーフ
双眼鏡を真横から見た図

値が小さい

値が大きい

双眼鏡のキホン 望遠鏡のキホン

対物レンズ

※ 倍率は高いと大きく見えますが、視野が狭くなる、手ブ
レしやすくなる、といった傾向があります。

防水機能について★4
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
る機能です。※防水とはいえ、水中に沈めても大丈夫ということではありません！

100m10m

10倍の双眼鏡を使ったとき

森林など、比較的近い距離で野鳥をみる。8倍
河川や湖沼、干潟、上空など
遠くにいる野鳥をみる。

10倍

三脚の選び方3

２つの形　傾斜 or 直視2
望遠鏡の形状は、主に2つの種類があります。

使用する望遠鏡の重さに合わせて、三脚が耐えられる重さ「耐荷重」を
目安に機種を選びます。ただし、実際に乗せると長さとのバランスで重心
が崩れやすい組み合わせもあります。カタログでは、望遠鏡に合わせた機
種を紹介していますので、ご参考ください（P.36）。
※三脚の調節方法は機種により異なります。

直視型
レンズと対象物が一直線上に合うので、
野鳥をとらえやすい。

傾斜型
レンズを上から覗くタイプ。長時間の観察や、
海鳥の観察、干潟での観察に快適に使えます。

例100m先のものをみたとき

100m÷8＝12.5mまで近づいた大きさ8倍
100m÷10＝10mまで近づいた大きさ10倍

干潟や海など、近づきにくい場所で遠くにいる野鳥を観察するときには
望遠鏡があると便利です。
アイピース（接眼レンズ）は、野鳥観察を行う場合、「固定倍率のアイ
ピースより」、倍率が変えられる「ズームアイピース」がおすすめです。
※ 通販カタログ「バードショップ」では本体とズームアイピースのセットでご案内しています。

持ち運びしやすいが、
視野は狭い

小型（50㎜）

適度な視野でおすすめ

中型（60㎜）

視野が広く
解像度は高いが、
大きく重い

大型（70㎜～）

口径の選び方3
30㎜がおすすめのサイズです。20㎜は、旅行な
どで荷物が多いときに。40㎜は野鳥をしっかり観
察したい方におすすめです。

●軽いor重い？
通常、口径は大きくなるほど集光力が高まり、明る
く見える傾向がありますが、重くなります。軽いほう
が首にかけたときの負担は少なくなります。ただし、
風が強い日や、船上で使用するときは、重たいほ
うがブレずに観察できます。
また、同じ重さでも形や持つ場所の違いで重心が
変わり、軽く感じる場合があります。

●8倍or10倍？ 選び方

アイレリーフ★4
双眼鏡をのぞくとき、双眼鏡の接眼レンズ面と眼
球の間にはすき間があります。この接眼レンズ～
眼球までのすき間が、どれくらいまで離れていても
しっかり見えるかを示した長さがアイレリーフで
す。メガネをかけている人は、接眼レンズとの距離
が離れるため、15㎜以上がおすすめです。

双眼鏡や望遠鏡に使用されるレンズによって、覗いたときの見え味はさまざまです。
野鳥識別をより楽しみたい方は、レンズ選びにこだわってみましょう。

快晴や直射日光が強い日に白い鳥を見ると、境界線が青白くぼんやりすることがあ
ります。これは、光を構成するいくつかの波長の異なる光がレンズを何枚も通ること
でズレを生じ、発生してしまう現象で“色にじみ”（色収差）と呼ばれます。「特殊
低分散ガラス（ED、XD）」「蛍石」を使用したレンズは、色にじみを軽減します。

特殊レンズと色収差のはなし★

●代表的なレンズの種類
ノーマルレンズ 特殊低分散ガラス（ED、XD） 蛍石

双眼鏡や望遠鏡をのぞいたときに見える範囲を表す指標です。
これは、1,000m先のものを見たときにどの程度の範囲が見えるかを示した数値です。値が大きいほ
ど、広い範囲がみえるため対象の野鳥を見つけやすくなり、野鳥の群れを見るときなどに便利です。
双眼鏡の場合、1,000m視界が130m以上あると、野鳥などの対象物をとらえやすくなります。

1,000m視界のはなし★

※色にじみを説明するために画像は加工しています。

色にじみしている 色にじみしていない

対物レンズ

どこを見て、何を基準に選べばいいのか…
双眼鏡を選ぶポイントをご紹介します。
ご不明な点、ご質問などございましたらお気軽にお問合せください。

★…双眼鏡・望遠鏡に共通した内容です。

双眼鏡でバードウォッチングをし始めて、
ぼちぼち慣れてきた！もっと遠くの野鳥を見るために、
望遠鏡を使いたいけど、選び方がわからない…。
そんなあなたに、望遠鏡選びのポイントをご紹介します。



軽　量 防　水広視野軽　量 防　水広視野

フローライト系の硝材（ガラス）を
使用したレンズは、現在発売されて
いるコンパクト双眼鏡のなかでは抜
群の見え味、明るさを感じます。ま
た、8倍で130mという広視界はま
るで30口径クラスの双眼鏡のよう。

軽　量 特殊レンズ 防　水アイレリーフ最短合焦軽　量 特殊レンズ 防　水アイレリーフ最短合焦

防　水アイレリーフ広視野 特殊レンズ軽　量

自然な色を再現する高品質EDガ
ラスとボディにグラスファイバー
強化樹脂を採用。タフで軽量コン
パクトな1台。

■サイズ：幅10×長さ11.2cm　■ケース、ストラップ付

スターターセット　ニコン 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】1ニコン　モナーク7 8×30 又は10×30 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） 【セット内容】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）

双眼鏡の性能は
33ページ

双眼鏡の性能は
33ページ

これからバードウォッチングを始める方におすすめ！ よりお求めやすいセットはこちら！

スターターセット
ニコン モナーク7 8×30
￥50,328 

198130商品番号セット割引価格 ￥37,800

スターターセット
ニコン モナーク7 10×30
￥53,568 

198131商品番号セット割引価格 ￥39,960

まず始めるならこのセットから！
双眼鏡図鑑

はじめての双眼鏡をお探しの方には、大きさ、見え味のバランスが良い「30口径」の双眼鏡がおすすめです。
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会員証

日本野鳥の会は、「野鳥も人も地球のなかま」を合い言葉に自然保護を進めています。
会の活動は皆さまの会費や寄付に支えられています。

表写真：エリグロアジサシ／撮影：村岡豊

会員番号

氏名

有効期限　　　　　　　　　　会員種別

〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-23 丸和ビル
Tel: 03-5436-2630・2631（9：30～17：30 土日祝定休）
Fax: 03-5436-2636   http: //www.wbsj.org

105221商品番号会員価格 ￥22,464
■サイズ：幅10.7×長さ11.1cm
■ケース、ストラップ付

コーワ
BD25-8GR 8×25

重さ：320g 視界：110m
￥28,080 
割引価格 ￥23,868� 105221商品番号

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� 101192商品番号

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� 101191商品番号

■サイズ：幅11.4×長さ10.3cm
■ケース、ストラップ付

■サイズ：幅11.5×長さ11.1cm
■ケース、ストラップ付

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�
会員価格 ￥39,010�

103145商品番号

103145商品番号

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�
会員価格 ￥42,725�

103146商品番号

103146商品番号

ツァイス
Victory Pocket 8×25

重さ：290g 視界：130m
￥97,200
割引価格 ￥87,480�
会員価格 ￥83,592�

103155商品番号

103155商品番号

ツァイス
Victory Pocket 10×25

重さ：290g 視界：105m
￥101,520 
割引価格 ￥91,368�
会員価格 ￥87,307�

103156商品番号

103156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は劣り
ますが、旅行等のシーンで大活躍します。

軽　量

独特で特徴的なデザインは手に馴染み易く、手の小さいお子さまや女
性におすすめです。大人の男性は持ちづらいと感じる方がいるかもし
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。

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（10mm）、メガ
ネの方には不向きです。

軽　量 最短合焦 防　水アイレリーフ

コンパクトさ、明るくクリアな見え味、価格と、バランスのとれた双眼
鏡です。さらに、1.8ｍ先からピントがあうので、花や昆虫の観察にも
使用できます。

小さな手でもピント調整しやすい。
お子様へのプレゼントにもおすすめ。

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。

ツァイスの特長を凝縮したポケットサイズの
双眼鏡。ハードケースがつきます。

コンパクト双眼鏡の枠を超えた明るさと広い視界。

防　水特殊レンズ アイレリーフ軽　量 広視野 最短合焦

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� 106266商品番号

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� 106267商品番号

￥
割引価格

コーワ ジェネシス22
10×22

￥
割引価格

■サイズ：幅11.2×長さ10.5cm
■ケース、ストラップ付

ジェネシスのコンパクトタイプが出ました。二軸タイプなので、よりコ
ンパクトに収納できます。通勤時や旅先でも、いつでも持ち歩きたく
なる1台です。

ジェネシスの
ハンディタイプ。

100894商品番号会員価格 ￥6,500
■サイズ：幅11×長さ8.3cm
■ケース、ストラップ付

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� 100894商品番号

20口径タ イ プ

双眼鏡

会員価格のご案内

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、
1,000g以下の望遠鏡です。

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
（ED、XD）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 双眼鏡や望遠鏡の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、

メガネ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。

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。広視野 2m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。最短合焦

当会をご支援いただいている会員の方には、よりバードウォッ
チングを楽しんでいただけるよう、光学機器商品にお得な会
員価格をご用意しています。各機種に「会員価格」の表示があ
る機種については、通常よりお得な価格でご購入ができます。
★�オンラインショップをご利用の場合も、【会員価格】がついた
商品を選択、または備考欄に会員番号をに記入していただ
くと割引が適用されます。
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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。

30口径タ イ プ

双眼鏡 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。 ニコン歴代の名機に仲間入り。

価格にたがわず、見え味は格別です。

コーワのフラッグシップモデル。
にじみ（色収差）がなく、見え味は抜群。

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

EDレンズを使った新たな双眼鏡！

重さが約500gなので、
長時間の観察にもおすすめです。 コンパクトでバランスがとれた双眼鏡。

ペンタックスが、双眼鏡をフルモデルチェンジ。

室長 富岡の

おすすめ

軽　量 防　水広視野 アイレリーフ

コーワ YF30-8 
8×30

重さ：475g 視界：132m
￥12,960
割引価格 ￥11,016�
■サイズ：幅11.4×長さ16.0cm

106411商品番号

防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦 軽　量 防　水アイレリーフ

スターターセットでお得
詳しくは30ページ

防　水アイレリーフ軽　量

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。

■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。

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。

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。

バンガード
エンデバーEDⅡ
8×32

重さ：540g 視界：126m
￥59,400
割引価格 ￥35,640� 100911商品番号

■サイズ：幅12.8×長さ13.2cm
■ケース、ストラップ付

ニコン
プロスタッフ７Ｓ ８×３０

重さ：415ｇ 視界：114ｍ

■サイズ：幅12.8×長さ13.2cm
■ケース、ストラップ付

100893商品番号会員価格 ￥25,000
■サイズ：幅12.8×長さ13.8cm
■ケース、ストラップ付

ペンタックス
AD9×32 WP

重さ：500g 視界：117m
￥39,960 
割引価格 ￥26,000� 100893商品番号

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。

高級硝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。

■サイズ：幅12.1×長さ13.1cm
■ケース、ストラップ付

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� 106264商品番号

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� 106265商品番号

ツァイス Victory 
8×32 T*FL

重さ：550g 視界：140m
￥253,800
割引価格 ￥215,730� 101563商品番号

ツァイス Victory 
10×32 T*FL

重さ：560g 視界：120m
￥261,360
割引価格 ￥222,156� 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

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。高精細レンズシステムによ
るクリアで自然な色合いを再現しています。

モナーク７との違いは、周辺部までくっきり見えることです。双眼鏡で
中心部がよく見えるのは当たり前ですが、周辺部までがくっきり見える
のでゆったり見ることができます。その他、コンパクトさや軽量感は、モ
ナーク７の性能を踏襲。モナーク７をお使いの方で、よりよい光学性能
を求める方におすすめです。

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、軽く
なっています。女性や手が小さめの男性には、ぴったりサイズだと思い
ます。

防　水

広視野 最短合焦
アイレリーフ特殊レンズ

防　水

広視野 最短合焦
アイレリーフ特殊レンズ

ツァイス  
CONQUEST HD10×32

重さ：630g 視界：118m
￥111,240
割引価格 ￥100,116�

ツァイス
CONQUEST HD 8×32 

重さ：630g 視界：140m
￥103,680
割引価格 ￥93,312� 101673商品番号

101674商品番号

ニコン
モナークHG 10x30

重さ：450g 視界：121m
￥126,900
割引価格 ￥107,865�

ニコン
モナークHG 8x30

重さ：450g 視界：145m
￥121,500
割引価格 ￥103,275�

101461商品番号

101462商品番号

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。

防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ防　水広視野 アイレリーフ最短合焦 特殊レンズ

コーワ BD32-8XD
プロミナー 

重さ：560g 視界：131m
￥47,520
割引価格 ￥40,392� 106334商品番号

コーワ BD32-10XD
プロミナー 

重さ：530g 視界：105m
￥50,220
割引価格 ￥42,687� 106335商品番号

スターターセットでお得
詳しくは30ページ

ニコン モナーク7　8×30
重さ：435g 視界：145m

ニコン モナーク7　10×30
重さ：440g 視界：117m

■サイズ：幅12.3×長さ11.9cm
■ケース、ストラップ付　

防　水特殊レンズ

防　水
アイレリーフ 軽　量
最短合焦

特殊レンズ

アイレリーフ軽　量 広視野 最短合焦

ツァイス　
テラ ED グリーン ８×３２

重さ：510g 視界：135m
￥58,320
割引価格 ￥52,488� 101576商品番号

ツァイス
テラ ED グリーン１０×３２

重さ：510g 視界：112m
￥64,800
割引価格 ￥58,320� 101578商品番号

被写界深度が深く、立体感が楽しめ、長時間見ていても疲れません。
鮮やかな色彩も魅力です。

●ボディカラー「グレー」もございます
グレー 割引価格 商品番号

８×３２ ￥52,488 101575

１０×３２ ￥58,320 101577
■サイズ：幅11.7×長さ12.5cm
■ケース、ストラップ付

■サイズ：幅12.2×長さ11.8cm
■ケース、ストラップ付

■サイズ：幅11.8×長さ13.2cm
■ケース、ストラップ付

■サイズ：幅11.6×長さ11.7cm
■ケース、ストラップ付

ニコンの名機、モナーク７の上位機種。

■サイズ（共通）：長さ11.9cm×幅12.6cm
■ケース、ストラップ付広視野



モナーク7に比べると、明るさや視野の広さは劣りますが、EDレンズ
を使用して色収差を抑えながらもお求めやすい価格で、軽量な双眼
鏡です。

■サイズ：幅12.9×長さ14.5cm
■ケース、ストラップ付

防　水特殊レンズ アイレリーフ

■サイズ：幅12.9×長さ14.5cm

ニコン
モナーク 5 ８×４２

重さ：590g 視界：110m
￥44,280 
割引価格 ￥37,638� 101451商品番号

ニコン
モナーク 5 10×４２

重さ：600g 視界：96m
￥46,440 
割引価格 ￥39,474� 101452商品番号

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 防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

最短合焦

コーワ
BD42-8XD プロミナー

重さ：660g 視界：131m
￥54,000
割引価格 ￥45,900� 106332商品番号

コーワ
BD42-10XD プロミナー

重さ：655g 視界：108m
￥56,160
割引価格 ￥47,736� 106333商品番号

■サイズ：幅13×長さ14.2cm
■ケース、ストラップ付

名機モナーク7の大口径。ダイナミックな見え味が魅力です。30口径
クラスをお使いの方は、ぜひ一度覗いてみてください。

ニコン
モナーク7　8×42

重さ：650g 視界：140m
￥59,400
割引価格 ￥50,490� 101447商品番号

ニコン
モナーク7　10×42

重さ：660g 視界：117m
￥62,640
割引価格 ￥53,244� 101448商品番号

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
室長 富岡室長 富岡の

おすすめおすすめ

バードウォッチャーがバードウォッチングのために設計した双眼
鏡。持ったときのバランスも良く、ずっと観察していられる魅惑
の1台です。当会が管理する鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
に本機が寄贈されおり、使用したレンジャーからはその明るさ、
解像度、雨が降る薄暗い日でも肉眼より明るくクリアに見える、
とのコメントがありました。重量780gとは思えない使用感の
軽さから、長時間の調査時にも活かせるという点も評価されて
います。

■サイズ：幅12.5×長さ17.3cm
■ケース、ストラップ付

ツァイス Victory
SF 8×42

重さ：780g 視界：148m
￥334,800
割引価格 ￥301,320� 101665商品番号

ツァイス Victory
SF 10×42

重さ：780g 視界：120m
￥345,600
割引価格 ￥311,040� 101666商品番号

ニコン
モナークＨＧ 10×４２

重さ：680g 視界：121m
￥129,600
割引価格 ￥110,160� 101472商品番号

101471商品番号

ニコン
モナークＨＧ ８×４２

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

■サイズ：幅13.1×長さ14.5cm
■ケース、ストラップ付

特殊レンズ
防　水アイレリーフ

最短合焦

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、
重さがやや気になりますので、ホルスター型のストラップ「クビラック」

（P.27）を使用するのをおすすめします。

ツァイス
CONQUEST
8×42HD

重さ：795g 視界：128m
￥114,480
割引価格 ￥103,032� 101671商品番号

ツァイス
CONQUEST
10×42HD

重さ：795g 視界：115m
￥122,040 
割引価格 ￥109,836� 101672商品番号

モナークシリーズは、2002年の発売以来16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。

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く、滑りません。重さが気に
なる方は、ホルスター型のストラップ「クビラック」（P.27）とのご使用
がおすすめ。

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」（P.27）のご
使用をおすすめします。重さが気になる方には、32口径がおすすめ
です。

特殊レンズ 防　水アイレリーフ最短合焦

■サイズ：幅13.8×長さ16.5cm
■ケース、ストラップ付

コーワ
ジェネシス44 8.5×44

重さ：940g 視界：122m
￥189,000
割引価格 ￥160,650� 106262商品番号

コーワ
ジェネシス44 10.5×44

重さ：960g 視界：108m
￥199,800
割引価格 ￥169,830� 106263商品番号

被写界深度が深く、立体感が楽しめ、長時間見ていても疲れません。
鮮やかな色彩も魅力です。

■サイズ：【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

ニコン EDG 8×32
重さ：655g 視界：136m

￥194,400
割引価格 ￥165,240� 101443商品番号

ニコン EDG 10×42
重さ：790g 視界：114m

￥246,240
割引価格 ￥209,304� 101446商品番号

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

広視野 防　水特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

■サイズ：幅12×長さ14.2cm
■ケース、ストラップ付

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 101581商品番号

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 101583商品番号

■サイズ：幅12×長さ15cm
■ケース、ストラップ付

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。

■サイズ：幅12.7×長さ13.2cm
■ケース、ストラップ付

●ボディカラー「グリーン」もございます
グリーン 割引価格 商品番号

８×42 ￥58,320 101582

１０×42 ￥65,124 101584

室長 富岡の

おすすめ

40口径の一番の特徴は何と言っても「迫力」です！ 例え

るなら映画をタブレット端末で見るか、テレビの大画面で

見るかくらいの違いがあります。素晴らしい野鳥の世界と

の出会いは、疲労感をも簡単に吹き飛ばしてくれます！！ 

私は、出張など荷物が多く移動の合間にしか観察できな

いときは、20口径の双眼鏡を使いますが、それ以外のと

きは、必ず40口径の双眼鏡を持ち歩きま

す。長時間観察する時は、「クビラック」を

使用したり、双眼鏡ストラップを斜め掛けに

することで、首への負担を軽減しています。

40口径のすごさは、「迫力」！！

販売担当
瀬古

3534 Wild Birdメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ ※価格は全て税込表示です。

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。

40口径タ イ プ

双眼鏡 ニコンのミドルクラス。 進化するモナークシリーズ。 ニコンのフラッグシップモデル。

コーワのフラッグシップモデル。
にじみ（色収差）がなく、見え味は抜群です。

旧BDシリーズに比べ、レンズ性能の向上で、
にじみ（色収差）が抑えられています。

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良く感じられる機種です。

人気のツァイステラシリーズの42口径。 見え味は抜群です。

ツァイスの最高級モデル



■サイズ（約）：幅3×長さ16cm　■重さ：60g

エツミ 
スライディングプレート
￥2,160 102531商品番号

60mm対物レンズを搭載、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
非常に軽量・コンパクトなので、女性や年配の方に最適です。

70口径クラスの大きな望遠鏡と同等の見え味にこだわりたいけれど、重い望遠鏡は持ちたくないと
いう方におすすめ。高価になりますが、明るさ、解像度、文句なしです。

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

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：2,080g　■耐荷重：2.5kg
■ケース付

50
口径

55
口径

60
口径

66
口径

77
口径

82
口径

88
口径

60
口径

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：605g
￥78,840
�

割引価格 ￥67,014 105883商品番号

■サイズ（約）：長さ26cm　■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。

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：1,885g
￥356,400
�

防　水蛍　石

割引価格 ￥302,940 105879商品番号

■サイズ（約）：長さ41.5cm　■ケース別売

ベルボン シェルパ435Ⅲ &
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：1,570g　■耐荷重：2kg
■ケース付

コーワ TSN-602
アイピース TE-9Z（20-60倍ズーム）セット

重さ：992g
￥86,400
�

防　水

割引価格 ￥73,440 105881商品番号

■サイズ（約）：長さ35.5cm　■ケース別売

コーワ TSN-554（口径55mm）
アイピース15〜45倍ズーム（一体型）

重さ：800g
￥222,480
�

割引価格 ￥189,108 105332商品番号

■サイズ（約）：長さ28.8cm
■ケース別売

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。

EDレンズを採用
色収差を低減。

蛍石を採用した
コーワのフラッグシップモデル。

992gの軽量ボディ！

見え味はこだわりたいけど重い望遠鏡は持ちたくないという方におすすめ！

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！

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：2,050g
￥243,000 割引価格 ￥206,550 101479商品番号

■サイズ（約）：長さ41.7cm　■ケース別売

オイルフリュード雲台で、
なめらかな動きが魅力。 動きに粘性を持たせた

ワンストップ式雲台を装備。

大口径スコープでしっかり
観察したい方におすすめ！
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。オイルフリュード雲台装備。

軽　量 防　水蛍　石

軽　量

コンパクト

コンパクト

コンパクト

コンパクト

ミドル

EDレンズを採用
色収差を低減。

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：1,660g
￥210,600
�

特殊レンズ 防　水

割引価格 ￥179,010 101478商品番号

■サイズ（約）：長さ35.4cm
■ 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。　■ケース別売

ミドル

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すすめです。

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：1,695g
￥248,400

防　水特殊レンズ

防　水特殊レンズ

割引価格 ￥211,140 105878商品番号

■サイズ（約）：長さ38cm　■ケース別売

観察するときは、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！

ミドル

大  型

大  型

大  型

60mm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。

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：1,292g
￥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39cm　■ケース別売

特殊低分散レンズを採用した高級機種。 コンパクト ミドル

ミドル 大型

接続に
バランスプレートの　
使用がおすすめです。

●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）：高さ14.5ｃｍ
■重さ：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

自動車の窓に
装着できる

「ウィンドウマウント」。

ベルボンＭ47
割引価格 ￥5,422�
ベルボンＭ47

■サイズ（約）：�155cm
(伸長・エレベーター使用時)、

�������������　　47.2cm(縮長)
■重さ：990g　■耐荷重:1.5kg
■ケース付

102504商品番号

Wild Birdメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 3736 ※価格は全て税込表示です。
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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（ワ
イルドバード・カレンダーなど一
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。

●プレゼント配送のみをご希望
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.39）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にて承ります。
　（当会からの交換商品は着払いにてお届けいたします）

●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（含む図鑑）・ビデオ・DVD・CD・食品・消耗品および、使用後の商品
については返品・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￥700一律です。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4日（一部商品を除く）以降に順次お届けいたします。

イメージ

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

https://www.birdshop.jp/URL

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

包装の色は変わることがございます。

通販カタログ「バードショップ」2018年秋冬号
2018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ください。会員

 募集中！！ 03-5436-2630（平日10：00～17：00）
https://www.wbsj.org/shiryou@wbsj.org

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。

「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。

平成29年度は、総額8,075,308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 8,075,308円

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
バードメイトピンバッジ「エナガ」

■イラスト：武藤 修　■サイズ（約）：23×22mm

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。

ご利用額の0.5%が日本野鳥の会に
寄付されます

１口1,000円の「バードメイト」寄付をくださった方
に、口数分の野鳥ピンバッジをプレゼントします。

※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。

ご寄付のお願い

1口1,000円で
「バードメイト」（エナガ）
ピンバッジを一つプレゼント

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

《お申込み方法》

商品のご注文と同時にお申込みの場合

ご寄付のみの場合

同封の注文用紙の「バードメイト」欄に
口数と金額をご記入ください。

同封の「バードメイト」申込み用紙
またはホームページからお申込みください。

1

2

日本野鳥の会 バードメイト

ご注文の際に皆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29年度は、
2,085件、総額2,076,559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。

「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

※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！

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。

お買い物の際のご寄付、ありがとうございます。
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。●バードショップオンライン 「Wild Bird」でもお買い物と

　いっしょにご寄付していただけるようになりました。

「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。




