
この作品はオオジシギが
ディスプレイ・フライトにて
尾羽をめいっぱい広げ、急
降下をする姿をモビールに
しています。風に揺れるオオ
ジシギと「ゆらゆら」ゆらぎ
の時間を楽しみませんか。

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て描いていただきました。

クリアファイル「ジシギ図鑑」
￥324
■素材：PP　■サイズ：A4判　■イラスト：箕輪義隆

603531商品番号

■素材：綿　■ボディ：中国製　■プリント：日本　■イラスト：箕輪義隆

Tシャツ「ジシギ図鑑」男女兼用
各 ￥2,916 

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）

オオジシギモビール
急降下
￥23,760
■材質：ナラ、イタヤカエデ、
　ケヤキ
■重さ(約)：315g
■サイズ（約）：縦30×横36×
　高さ32ｃｍ
　（+吊るし紐60ｃｍ付）
■作家：早見 賢二

605055商品番号

北海道在住の作家、早見賢二さんは、
1972年から木工芸の作品を作り続けて
います。主な活動としては、学校や病院、
商業施設の室内ディスプレイとして、実物
大で鳥のモビール群の制作をいくつも手
掛けています。毎年、オオジシギのディス
プレイ・フライトが始まる4月下旬を楽し
みにしているほど、オオジシギへの思いが
深く、展示棟には「ギャラリー ズビヤク」
と名付けています。
※「ズビヤク」はオオジシギの鳴き声。

図鑑の図版、本の挿絵、博物画等を描き、
「見る読むわかる野鳥図鑑」（日本野鳥の会）をはじめ、
著書多数。

早見 賢二さん

箕輪 義隆さん

「ズビーヤク，ズビーヤク，ザザザ・・」のディスプレイ・フライトで親しまれて
いるオオジシギ。日本野鳥の会では、個体数が減っている彼らを保護する
ためのプロジェクトを進めており、これまでにウトナイ湖サンクチュアリを
含む勇払原野では環境変化の影響で１７年前より３割ほど減ったことなど
を明らかにしました。今年度は全道に生息する個体数
の推定や普及教育事業に力を入れていく予定です。

オオジシギ

保 護 調 査

プロジェクト

〈日本野鳥の
会〉

作家

作家

facebook オオジシギ保護調査プロジェクト 検 索

https://ja-jp.facebook.com/wbsjoojishigi/

S 442107商品番号

S 442110商品番号

M 442108商品番号

M 442111商品番号

L 442109商品番号

L 442112商品番号

A サンドカーキ

B ライトブルー

B

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

Summer

2018

カタログ有効期限 2018年9月30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。

オオジシギグッズ
特集

「千人の森」
2018

燕雀グッズ特集

P.2～

オオジシギ　撮影：戸塚 学

P.4～

P.40

P.6～

A

燕雀グッズ特集燕雀グッズ特集燕雀グッズ特集

日本野鳥の会Tシャツデザインコンテスト
 「風力発電～風を使う鳥と人～」結果発表

＊当商品を天井等に設置す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。



近所の川や公園を散歩しているときに野鳥を眺めるのが好きなか

も鍋天国さん。今回のコンテストには、野鳥のために協力できるの

ではないかと思い、応募してくださいました。最初に描いたデザイン

は、傷つく野鳥に感情移入しすぎてメッセージ性が強すぎるデザイン

になったそうです。しかし、Tシャツとして着られなくてはいけないと

気付き、「風力発電施設にぶつかるバードストライクが起きていること

を知ってもらうことが重要ではないかと考え直し、今回のデザインを

作成しました。Tシャツを着る人、そのデザインを見た人が、一緒に考

えられるようなきっかけになれば嬉しいです。」と話してくれました。

今回最優秀賞を受賞した
かも鍋天国さん

takesickさん 鈴木匠子さん 太田和人さん くまぱぱさん はたのやさん

竹田山原楽さん キビタさん おかださん 田中隆史さん Studio Akikusaさん

荻久保マテウスさん 天野茜さん はやさん さくら小巻さん うぃんぐ２さん

Smito（スミト）さん 天野穂積さん 竹田ゆきさん 稲村秀明さん

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

日本野鳥の会はこの事実をより多くの人に
しっていただきたいと考え、日本野鳥の会Tシャツ
デザインコンテスト「風力発電～風を使う鳥と人～」
と題してTシャツデザインを一般公募で集めました。
そして、最優秀賞を受賞した作品のTシャツを制作しました。
ぜひこのTシャツを着て、身の周りの方に伝えてください！

モデル身長164cm
（Mサイズ着用）

32

風力発電は、地球温暖化対策に大きく役立つとされる自然エネルギーとし

て、世界的に広がっており、日本でも既に2,000基以上の風車が建ってい

ます。風力発電は、風が強く吹く場所に建設されますが、野鳥も風を利用し

て生きています。そのため、風車を建設する場所によっては、衝突死（バー

ドストライク）や、風車建設に伴う森林伐採で生息地を失う等、野鳥への

影響があります。衝突死に関しては、日本国内で確認された事例だけでも

40羽以上のオジロワシ（絶滅危惧種）が犠牲になっていることが分かって

います。この問題に対し、日本野鳥の会は、建設場所の選定段階で、野鳥の

生息地を避けることが最も重要であると考え、風車設置に不適切な場所

を示したマップづくりを進めています。

「自然にやさしい」はずの
風力発電が、野鳥を傷つけている！

風力発電が
野鳥に与える影響。

●野鳥と風力発電についてもっと知りたい方は、当会ウェブサイトをご覧ください。

自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい自然にやさしい

最優秀
作品

浦 達也（自然保護室主任研究員）

優秀作品

佳　　作

2017年1月に発見されたオジロワシ。
翼がちぎれていて、
治療の甲斐なく数日後に死亡した。日本野鳥の会　野鳥と風力発電 検 索

Tシャツ　男女兼用
各 ￥2,916

■素材：綿　■ボディ：中国製
■プリント：日本

S
M
L

420501商品番号

420502商品番号

420503商品番号

（単位：cm）



特集千
特集千人の森

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

「千人の森」2018にもぜひ皆さまのご協力をお願い
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

キャンペーン

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」2018（寄付つき） 
各￥3,166

※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円をご寄
付として、ヤマメの購入費に使用させて
いただきます。Tシャツ1枚でヤマメ約2
匹をいけすに入れることができ、1,000
枚で1シーズンの繁殖期のエサ※を補う
ことができます。
※天然のエサが少なくなる冬期の6ヶ月、シマフクロウ
　1つがいとヒナ1羽に必要なエサ約100kg。

今年のご寄付は、いけすにいれるヤマメの購入に使われます。河川改修や砂防ダムの設置、
水質悪化などにより、エサとなる魚の数が減っています。シマフクロウを守るためには河川
環境を改善に取り組みつつ、魚の数が回復するまでは、給餌も継続して行う必要があります。

モデル身長156cm（Sサイズ着用） モデル身長157cm（Sサイズ着用） モデル身長157cm（Mサイズ着用）

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

A スレート

S 421261商品番号

M 421262商品番号

L 421263商品番号

XL 421264商品番号

B シティグリーン

S 421271商品番号

M 421272商品番号

L 421273商品番号

XL 421274商品番号

C オーセンティックターコイズ

M 421281商品番号

L 421282商品番号

寄付
つき

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

1,000枚
シマフクロウひとつがい
とヒナ1羽のエサ

「千人の森」とは、Tシャツ1枚につき250円を
ご寄付として、シマフクロウ保護事業に
使わせていただくキャンペーンです。

Tシャツ

Tシャツ「千人の森」2016の
ご寄付により野鳥保護区内に
設置した巣箱。昨年4月に使
用されていることがわかり、6
月には巣立った幼鳥1羽を確
認することができました！2年
分のご寄付は巡回や巣箱のメ
ンテナンスにも活用させてい
ただいています。

巣立ち後の巣箱入り口には足跡がついていた メンテナンスの様子

Tシャツ「千人の森」2016の

2016年～2
017年

繁殖期のエサ不足を補い、繁
殖率を高めるため、日高地域

　　　の野鳥保護区に設置したいけすに定期的に魚を
補充しています。「シマフクロウの森を育てよ

う！プロジェクト」の一環とし
て、知床地域の野鳥保護区
内にある伐採跡地で、地域
産のイタヤカエデやカツラ
などの植栽と、下草刈り等
の管理に活用させていただ
きました。最後の植栽から5
年が経過し木々も成長して
きましたが、シマフクロウが
利用できるまで100年以上の年月が必要です。豊かな
森に育つまで、これからも注意深く見守っていきます。 いけすのヤマメをねらうシマフクロウ

殖率を高めるため、日高地域
　　　の野鳥保護区に設置したいけすに定期的に魚を

2013年～2
015年

「シマフクロウの森を育てよ

2011年～2
012年

柳生博会長の背丈を
大きく超えたケヤマハンノキ

ヤマメを取り逃がすシマフ
クロウの緻密な線画。小冊子
「おさんぽ鳥図鑑」や「シマ
フクロウブレンド」でおなじ
み、イラストレーターHaruki
氏による描きおろし！

村上康成氏によるイラスト
は、シマフクロウのヒナがヤ
マメを食べている姿。まだほ
わほわとした羽ながら、しっか
りとした目つきはさすがシマ
フクロウです。

A

スレート
（男女兼用）

B

シティグリーン
（男女兼用）

C

オーセンティック
ターコイズ
（婦人用）

皆さまのご支援により設置した巣箱から、
シマフクロウのヒナが巣立ちました！

（男女兼用） （男女兼用） （婦人用）



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

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が登場！小さめサイズ
なので、お手紙にはもちろん、メモとしても使えます。「つばめ」はツバメの生活史を、「す
ずめ」はスズメのいろいろな行動をデザインしました。

見つめたら「ちゅん」と鳴きそう
なスズメのデザイン！肌ざわりと
耐久性のバランスがとれた今治
タオルなので、毎日使っても安
心です。

昔ながらの織布に伝
統的な「型染め」の
技法を用いて手仕
事で柄を染め抜いた
小袋。柄は縁起物の
燕と福

ふくらすずめ

良雀です。

生地作りからプリント、縫製に至るまで、日本各地の職人の手によっ
て作られたハンカチ。上品な光沢と滑らかな肌触りの生地です。

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？

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。

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

603705商品番号

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。

観察日時や
気づいたことを
かきこめます。

■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。

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。

クリアファイル
「ツバメ図鑑」
￥324 

■素材：PP
■サイズ（約）：A4判
■イラスト：箕輪義隆

603521商品番号

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

■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
■サイズ（約）：（つばめ）3.8×3.9cm
　　　　　　 （すずめ）3.5×3.5cm
■台湾製　■デザイン：やぎさん工房

刺繍ワッペン
￥1,080

昭和・大正時代のレ
トロな柄が人気の
「夜長堂」。ツバメ
の生活と、スズメ
のいる街並みをデ
ザインしました。

「燕雀」とは、ツバメやスズメのような小さい鳥。度量の小さい人物にたとえられ、あまり良い意味では使われません。
だけど、小さくたっていいじゃない ！ 小さな体でも懸命に生きているツバメとスズメ。燕雀グッズで、身近な鳥を再認識 ！

ツバメノートのつばめノート

B

A

A

B

A
BA

ツバメノート×日本野鳥の会
コラボ商品

身近な鳥を身近につけて・・・

スズメの刺繍入りタオルができました

汗ふきに、日よけにと燕雀たちが大活躍！ キミもツバメに大変身！

書き手も読み手も楽しくなれるレターセット

昔ながらの織布に伝
統的な「型染め」の
技法を用いて手仕
事で柄を染め抜いた
小袋。柄は縁起物の
燕と

タオルハンカチすずめ
￥756
■サイズ(約)：25×25cm、刺繍 3×3cm
■素材：綿100％、パイル織、甘撚り　■日本製　■デザイン：やぎさん工房

数量限定

407003商品番号

ハンカチ燕
つばめ

各 ￥1,620
■サイズ(約)：48×48cm　■素材：綿100％　■日本製　■ポンピン堂　
※紙ケース入り

A 紺 650513商品番号

数量限定

B 水色   　 650514商品番号

日本野鳥の会×夜長堂
てぬぐい
                                   

■サイズ（約）：36×95cm　■素材：綿
■注染　■日本製　■デザイン：夜長堂

各￥1,188 A つばめ 405403商品番号

B すずめ 405404商品番号

守袋
各￥2,700
■サイズ（約）：14×9.5cm　■素材：（表地）綿、（裏地）ポリエステル、（紐）レー
ヨン　■日本製　■ポンピン堂
※桐箱入り　※手染めのため、色合い、サイズともに若干誤差がある場合があ
ります。

A 燕 650468商品番号

数量限定

B 福良雀   　 650469商品番号

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。

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
■素材：美濃和紙
■サイズ（約）：便箋16×13cm
              　　封筒9.2×14.1cm
■日本製　■古川紙工

遊び箋
￥1,080

大好きな野鳥の文具で
勉強も仕事もやる気UP↑

B

A

B



このCD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。

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

～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

￥   ￥   

【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

主な収録種

「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

「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.10）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」「ECペン」「G-Speak」との互換性はありません。

103801商品番号

♪

鳴き声と自然の音色を聴く

付属のシールを貼るとお持ちの図鑑が鳴き声図鑑に！

9フィールドマナー  さ  … 採集は控えて自然はそのままに
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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.10）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！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。

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 

B

500220商品番号

フィールドガイドがあれば解説を見ながら楽しめます。

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

■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

春と夏の野鳥を観察に、ちょっとそこまで…バードウォッチングに必要な持ち物といえば、
双眼鏡、図鑑、記録用のメモ帳などが定番。日本野鳥の会では、初心者におすすめの双眼
鏡＋図鑑のお得なスターターセットを用意しています。小腹がすいたときのオヤツや飲物
もいっしょに入るオリジナルのバッグもどうぞ。

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
32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
￥50,328 

198131商品番号セット割引価格 ￥39,960
■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

B

■サイズ（約）：縦19.3×横20.5×マチ8ｃｍ　外ポケット12×10.5ｃｍ、持ち手長さ30ｃｍ、ショルダー部
長さ：最長123ｃｍ　■外ポケット1、開閉ファスナー付　■素材：（本体）綿100％（キャンバス布地、ラミ
ネート（PVC）加工）、（肩紐）綿テープ　■日本製　※　ホワイトは残りわずか

鶴居・伊藤タンチョウサンク
チュアリ30周年記念グッ
ズ。小型の双眼鏡と図鑑
が入ります。手提げ、ショル
ダーバッグいずれでも使用
できる便利なバッグです。

〈タンチョウカラーの２WAYバッグ〉

タンチョウデザイン　２WAYバッグ
                                   各￥4,968 305092商品番号A タンチョウブラック 305093商品番号B タンチョウホワイト

数量限定

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。

P28～ P10～P28その他の双眼鏡・望遠鏡は P10図鑑は ～をご覧ください。

A

B



厚さ5mm
ポケットサイズ

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

24時間
受 付03-5436-2626 03-5436-263610 11
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歌う鳥のキモチ
￥1,512 

美しき小さな雑草の花図鑑
￥1,728 

005736商品番号

005737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。

字も絵も大きくて見やすい！

■解説：安西英明　■絵：箕輪義隆　■A5変形判、65ページ　■154種収録

見る 読む わかる野鳥図鑑 
￥864 000290商品番号

鳥はどんなキモチで歌っているのでしょう。著者による個体識別をした観察と実験から、
なんとも面白い鳥たちの私生活が浮き彫りに！鳥を識別や撮影の対象としてだけでな
く、何をしているのか「解釈」しながら観察してみませんか？

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

守りたい場所、好きな場所がある
みなさんへ

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。

ふつうの野鳥図鑑ではありません！

■著：富士鷹なすび　■624種収録　■Ａ5判横、164ページ、フルカラー

原色　実用 野鳥おもしろ図鑑 
￥2,052 000280商品番号

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」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。

一括ブックカバー 
￥432 651010商品番号

000241商品番号

000251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

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

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。

日本国内で観察された
ほとんどの野鳥を収録！

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
で持てる厚さと幅は、野外での使
用にストレスがかかりません。しお
り紐が2本ついているのも嬉しい
ポイント。

■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

充実した内容、かつ使いやすい！

野鳥のさえずり、植物の芽吹き、花々をめぐる虫…。
あたたかくなって、たくさんの命が輝きだすこの季節。いつもと異なる視点で見る世界はどんな世界？

足元の小さな生きものに目を向けてみよう。

粘菌から人間まで。様々な生きものを見つめた研究者とは？

普段とは違う視点で生きものに注目！
小さなものから大きなものまで。

身近な雑草約100種類を、超
拡大した花の写真をメインに掲
載。数ミリから数センチの小さ
な雑草の花々を、ルーペで観察
しているかのように楽しめます。

日本における動物行動学の第一人者、日
髙敏隆。チョウ、ネコ、そして人間…。昆虫
をはじめ、多くの生きものに疑問を抱い
てはその不思議を追究してきた著者の、
ユーモアと発見に満ちた随筆を厳選。

南方熊楠は自然科学、民俗学、宗教学等
多岐にわたる研究をし、自然保護にも力
を注いだ人物。ツバメが神聖であるとい
う信仰は世界中で古くから存在した？著
者の遺した膨大な原稿を１冊に精選。

世界初、5ミリ以下の虫だらけ！身近な場
所にいる小さな虫たちを200種以上紹
介します。知られざる姿とくらしをのぞい
てみよう。小学生から楽しめます。

■文：多田多恵子、写真：大作晃一　■A5変形判、168ページ　■山と渓谷社

小さな小さな虫図鑑
￥2,160 005738商品番号

■写真・文：鈴木知之　■22×16cm、144ページ　■偕成社

日髙敏隆　ネコの時間
￥1,512 

南方熊楠　人魚の話
￥1,512 005739商品番号 005740商品番号

■著：日高敏隆
■B6変形判、224ページ　■平凡社

■著：南方熊楠
■B6変形判、224ページ　■平凡社

■著：石塚 徹　■四六判、296ページ　■山と渓谷社

人間界では度々不倫話が話題となりますが、野鳥界の浮気に興味はありますか？
人には癒しを与えるきれいなさえずりが、実はそんなにきれいな話ではないこ
とに少し悲しみを覚える一方、これが彼らの生存戦略であり、本能なんだな…
としみじみ。鳴き声は覚えられなくて苦手、という方には「第3章 歌う鳥の私生
活」はちょっと難しく感じるかもしれませんが、そういう方には「第4章 聞く人の
ココロ」は是非読んでいただきたいところ。（書籍担当スタッフH）



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）

12 フィールドマナー  し  … 静かに、そーっとメールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　http://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/ 13※価格は全て税込表示です。
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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
■素材：天然ゴム
　（裏地はナイロン）
■重さ（約）：460ｇ
　（26ｃｍ片足）
■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。

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

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。

足型サイズと
足入れサイズ

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

硬めのパネル
でしっかりと
足裏を
サポート

抗菌効果
により

不快なニオイ
を軽減

足裏に
フィットする
三次元
クッション

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

B  男性用

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

双眼鏡や図鑑も、防水サコッシュで安心！

レインポンチョをすっぽりかぶれば無敵！ 軽くて折りたためる長靴で、雨の日でも動きやすい！

双眼鏡や図鑑など、必要なものだけをコンパクトにまとめ
て出かけられます。防水仕様なので、野外での使用も安心
です。

バードウォッチング長靴サイズ対応表

サポート

441421商品番号

441422商品番号

S/M
M/L

441424商品番号

441425商品番号

M
L

バックパックごとすっぽりかぶれるレインポンチョ。どれもコンパクトにたたんで携帯でき
るので、旅行にも便利です。大きなサイズからキッズサイズまで揃えたので、家族で着る
のもオススメ。すそ部分にホックがついているので、丈の調節もできます。

※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。

※「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。

A

B

C

ブラウン

軽い
コンパクト
豊富なサイズ
動きやすい

Point1

Point2

Point3

Point4
野鳥観察 ガーデニング 通勤

くるっと巻いて持ち
運べます。収納袋付。

足首を細めに
作っているので、
フィット感があって
脱げにくい。

用途もいろいろ！

B

A

■収納サイズ：9×9×15cm（スタッフバッグ付）　■重さ（平均）：346g
■前・後ろ身ごろを合わせるためのスナップボタン8個（左右脇各4個）　■モンベル

（　　　共通）

　トレッキングレインポンチョ 
各￥7,452 441947商品番号

441948商品番号

M
L

　プリントトレッキングレインポンチョ 
各￥8,208 441929商品番号M441928商品番号

441930商品番号

S
L

B

A B

実は動物
たちの
迷彩柄！

■収納サイズ：7×7×9cm（スタッフバッグ
付）　■重さ：160g　■すそ両サイドのプ
ラスチックボタンを全開にすれば1枚の防水
布として利用可　■背面に反射テープ、左胸
に反射ロゴ　■モンベル

　プリントトレッキング
　レインポンチョ　Kid's
　95-125cm 
￥4,644 441949商品番号

C

にぎやかな
葉っぱ柄が
かわいい！

C

マチがあるので、30口径までの
双眼鏡と、ハンディ図鑑やフィール
ドノートが入ります。

防水性を高めるため、縫い目の
ない熱圧着という製法と、水が入
りにくい止水ファスナーを使用。

雨の日って鳥たちはどうしているんだろう？
雨の森ってどんな感じ？
お家でゆっくり…もいいけれど、
雨対策をしっかりして、思いきって出かけてみると
新しい発見や出会いがあるかも！

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

 各 ￥1,944

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

オリジナル傘袋

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

A グリーン B ネイビー441388商品番号 441389商品番号

濡れた折りたたみ傘を、そのまま収納
A

B

■サイズ(約)：縦18×横27.5×マチ4cm、肩ヒモ最大118cm
（調節可）　 ■仕様：マチあり、内ポケット1、外ポケット1　■素材：

A ポリエステル、B コットン　■バイタルジャパン

防水サコッシュ
                                   各￥5,292

302001商品番号B

302000商品番号A グレー
デニム

3 濡れた折りたたみ傘を、そのまま収納

A

B

A

A

C

A
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ウ
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ア

ウ
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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

E

B

D

背面A B

背面D E

オリジナルキャップ   
各 ￥3,024

■素材：綿
■サイズ(約)：周囲
　56～60cm
　(アカアシチョウゲンボウ)
　56～64cm
　（キビタキ）
　54～62cm（カワセミ）
※背面ベルトで調節可

D ベージュ   
E ネイビー   

カワセミ

A グリーン   
B ベージュ   

アカアシチョウゲンボウ

C 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

409158商品番号

C

背面C

野鳥の刺しゅう入りキャップ5種

防臭機能のついたオリジナルタオル

普段使いもできる落
ち着いたカラーに仕
上げました。カラーは
イヌワシとツバメをイ
メージしています。

S M L S M L

アウトドアグローブパステルC アウトドアグローブDアウトドアグローブ 野鳥B

■　　  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
M  
L

441382商品番号

441383商品番号

441384商品番号

■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

D

S
M  
L

441361商品番号

441362商品番号

441363商品番号

ツバメ
撮影：中野泰敬

サンコウチョウ
撮影：中野泰敬

シマアオジ
撮影：渡邉智子

イヌワシ
撮影：戸塚学

手袋をはめたまま図鑑がめくれる！当会オリジナルのグローブ

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。

40口径など、大きめ・重めの双眼鏡と相性が良いです。観察時、首にかかる負担を軽減できる、アイデア商品

A B C

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！

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

アウトドアや
スポーツに
ピッタリ！

S
M  
L

441301商品番号

441302商品番号

441303商品番号

■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

　アウトドアグローブ 野鳥Ⅱ（２色セット） 
各 ￥1,296 S M L441590商品番号 441591商品番号 441592商品番号

■内容：イヌワシブラウン、ツバメネイビー各1双入り　■日本製

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。

A

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）
※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。

双眼鏡が濡れるのを軽減するカバー

船上バード
ウォッチングの
海水対策にも！

鶴の英名CRANEには『伸ば
す』という意味があります。持
ち手や開口部を伸ばして調
節、好みや使い勝手に合わせ
て使える便利なトートバッグで
す。耐久撥水ながらマットでソ
フトな風合いです。

コンパクトに畳めるエコバッグ

ピンクのみ
在庫限り

トートバッグCRANE（クレーン）
￥4,536 
■カラー：丹

タン

（レッド）　■サイズ（約）：（通常時）縦32×横35×マチ12ｃｍ、サ
イドポケット高さ20ｃｍ、（延長時）縦47×横35×奥行12ｃｍ、（携帯時）16
×17cm、（持ち手長さ）最短40cm、最長80cm　■外サイドポケット２、
内ポケット1、開閉は巾着式　■容量（約）：20ℓ　■素材：ポリエステル
100％（ユニフレックスタフタ）　■日本製

305094商品番号

数量限定

A

手袋をはめたまま図鑑をめくれますシンプ
ルでき

れいな

鳥の刺
しゅう
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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　■コール
マンジャパン

103250商品番号

三脚の1本が外に
出るので中のス
ペースが有効に

◀

収納時

7075 タフキュービックチェア・ワイド
￥3,564 

エアライト・１ポールシート
￥5,076 

■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

■大きさ（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超々ジェラルミン、7001ジェラルミン
　　　  （生地）ポリエステル
■収納袋一体型　■ロゴス

304582商品番号
304583商品番号

収納時

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。

タフキュービックチェア・ワイド
に比べて、さらに軽量コンパク
ト。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。

重さわずか540ｇ！持ち運びできる椅子！ ワンポイントで軽量＆コンパクト！

野鳥を驚かせずに観察したい方におすすめ、コンパ
クトに持ち運びができるブラインド。側方視界と
換気のため、幅4㎝のメッシュ窓を設定。前面に三脚
出し用スリットを設定。

設営・収納は約10秒！
定員1名、野鳥観察や撮影に。

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

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。

野鳥チェックリスト（詰替用）Ⅱ
￥216 

5mm方眼ノート。
フィールドノート
（詰替用）Ⅱ
 
￥432 

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）

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。

606793商品番号 606792商品番号

606794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

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）

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 C

会誌「野鳥」をまとめるファイル

B

野鳥を種別に数えるのに便利なカラー・カウンター

3mm方眼

コクヨ製・測量野帳のオリジナルモデル

簡単に
チェック！

いつでも携えて野鳥や自然を記録しよう！

A

トコロジスト（P.10）の著者「箱田敦只」がおすすめするルーペ

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
5倍

屋外の野鳥観察に持っていくと重宝するアイテムをご紹介します。

バードウォッチング用品
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鳥の家紋がズラリ！
ちょっぴり大人なマ
スキングテープ。

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。こ
れからの季節、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。

家紋の中には、自然
にまつわるものが
多くあります。その
中から、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
※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。

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

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

￥1,663 603522商品番号

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】

鳥の表情がカワイイ！？ 
個性的な家紋の手ぬぐい

　鳥のなきごえを教えてく
れるてぬぐい　鳥のなきごえを教えてく
れるてぬぐい

　鳥のなきごえを教えてくれるてぬぐい　鳥のなきごえを教えてくれるてぬぐい

A

B

C

クイズするもよし

これ
なんの鳥？

識別の参考にするもよし

あ！あ
の声はこれかな？

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

※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。

■素材：樹脂、手採色　■サイズ（約）：2.5～4cm　■やぎさん工房

nonoBIRDブローチ 
各 ￥1,620 
A スズメ　
C コマドリ　
  　 　

A スズメ　
C アカショウビン　
  　 　

B キビタキ　
D シマフクロウ

B キビタキ　
D シマフクロウ

608240商品番号 610790商品番号607830商品番号 610800商品番号

607640商品番号 610620商品番号608030商品番号 610750商品番号

■素材：樹脂、手採色　■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 

ひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち

小冊子「おさんぽ鳥図鑑」に登場する野鳥たちをサイズ別にデザインしました。

野鳥のマスキングテープ

407007商品番号A 紺

407008商品番号

407009商品番号

B 緑
C 茶

■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

鳥の家紋が大集合！
あなたはいくつ分かりますか？

（　 ～　 共通）■素材：木、ステンレス　■KIKKERLANDA C

それぞれ用途の違うマルチツールが、鳥、ほ乳類、カニのモチーフで登場。インテリアとして
飾ってもかわいく、持ち歩いても、いざという時に役立ちます。

便利な工具を収納、マルチツールが動物モチーフに！

   バード
   マルチツール
                                   

■サイズ：縦2.8×横9×幅2.5cm

￥1,836 604721商品番号

A    アニマル
   マルチツール
                                   

■サイズ：縦2.3×横6.6×幅2.3cm

￥2,916 604722商品番号

B    クラブ
   マルチツール
                                   

■サイズ：縦3.8×横6.4×幅2.8cm

￥2,484 604723商品番号

C

A プラスドライバー、
六角レンチ（5サイズ）

B ドライバー（＋－）、やすり、
ナイフ、栓抜き、ポンチほか

C ハサミ、ナイフ、缶切り、栓抜き、
ドライバー（－）、ポンチ、
ノコギリほか

A

A B D

C

B D

C

   クラブC

ナイフ、栓抜き、ポンチほか ドライバー（－）、ポンチ、
ノコギリほか

手のひらサイズです。 箱に入ってのお届けです。
※説明書きは英語になります。



雑
　
　
　貨

※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/
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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

A

B

B

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（約）：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

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

拡大イメージ

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。

美しいイラストの野鳥トランプ

野鳥のイラスト下敷き身近なアイテムに
お気に入りの野鳥を貼って…

朝の目覚めはやっぱり
野鳥の鳴き声で

フェアトレードは買い手が生産者に対して公正な対価を支払う貿易
の仕組みです。世界各地で作られた商品から、現地の人びとの風土
や文化を感じてみてください。今回は春の新生活に役立つグッズと、
外のお出かけが楽しくなるアイテムを用意しました。

フェアトレードの雑貨

ボタニカル柄が透き通るスカーフ

軽くて丈夫なジュートコットン

ブロックプリントによる文庫本カバー

透け感のある手織りのコットンガーゼのスカーフ。ブロックプリント
（インドの伝統技法・手彫りの木版）による草花を散らした柄です。

天然繊維の風合いと、シンプルで鮮やかなパターン柄がマッチした
パスケースです。ICカードなど（（約）縦8.5x横5.4cm）がぴったり
入ります。

栞とゴムが付いているので、持ち歩き
に便利！お気に入りの1冊をいれて、
読書をお楽しみください。

ブロックプリント　スカーフ
各￥6,372 

ジュートコットンのパスケース
各￥1,300 

ブロックプリント　ブックカバー
各 ￥2,376 

■サイズ（約）：縦180×横70cm　■手織り、ブロックプリント　■素材：コットン100％
■生産地：インド　■フェアトレードカンパニー

■サイズ（約）：縦10.5×横7cm　■（表）ポケット×1、（裏）ポケット×1
■素材：ジュート、綿　■生産地：バングラデシュ　■シャプラニール

■サイズ（約）：縦16.5×横31cm（文庫本サイズ）　■ブロックプリント
■素材：コットン100％　■生産地：インド　■フェアトレードカンパニー

ベージュ系A 631247商品番号 グリーン系B 631248商品番号

花A グリーン系A631253商品番号 631249商品番号小麦 ネイビー系B B631252商品番号 631250商品番号

数量限定

数量限定 数量限定

ⓒpeople tree

数量限定

▶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

◀ゴムバンド付き

A

表、裏どちらも
カード収納可能。

ベージュ系A

B グリーン系

グリーン系

ネイビー系



※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」 ▶ http://www.birdshop.jp ※価格は全て税込表示です。
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毎年大人気の『蚊取り線香＆ホルダー』が再登場！

マイ箸入れにいかが？

大・小の3つ一緒に

生き物モチーフ、４種

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
￥2,700 
■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

アフリカの大地で自然に近い状態で育てられたフルーツ。農薬、化学
肥料、添加物、砂糖、オイルは使用していません。果物本来の美味しさ
を味わえます。

スリランカの穀物「クラッカン」を使用した、しょ
うが風味で甘さ控えめの素朴なクッキー。バ

ター・卵・牛乳・砂糖
は不使用、食物繊
維豊富なおやつ
です。

ケツァールが国鳥のグアテマラにて、森林を伐採せずにコーヒーの
木を育てる森林農法を採用し、農薬・化学肥料を使わずに栽培された

コーヒー。化学薬品を使用しない「マウンテ
ン・ウォーター製法」によりカフェインを除去
しているため、カフェインを控えている方に
もお飲みいただけます。

固有種の野鳥が多く生息する世界自然遺産「シンハラジャ森林保護
区」のふもとで、無農薬・無化学肥料で栽培された茶葉を使用した紅
茶です。ルフナ茶はコクと甘みがある赤い色がきれいな紅茶。アー
ルグレイは、そのルフナ茶にベルガモットの香りをつけました。

本格スパイスカレーが
ご自宅であっという間
に出来上がり！なめらか
なペースト状なので、カ
レーだけでなく、炒め物
やサラダなど様々な料理
に使えます。小麦粉、動
物性原料、化学調味料、
保存料不使用。生産者の
マリオさんは農家に有機
栽培指導や自立支援を
行っています。

■内容量：A 40g、B 60g　■原材料：A ライチ、B マンゴー　■原産国：A マダガ
スカル、B ブルキナファソ　■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  

B マンゴー・ケント　 710191商品番号

A ライチ 710190商品番号

グアテマラ産カフェインレスコーヒー（粉）
￥1,080 

クラッカンバー　しょうがシナモン　2個セット
￥972 

720321商品番号

720270商品番号

■内容量：150g　■原材料：有機コーヒー豆　■生産国：グアテマラ
■賞味期限：製造より1年　■ウインドファーム

■内容量：60g×2袋　■原材料：小麦粉、クラッカン粉、なたね油（遺伝子組換
えでない）、メープルシロップ、アーモンドプードル、小麦全粒粉、しょうが粉、シナ
モン粉、　■賞味期限：製造より180日　■プレス・オールターナティブ

フェアトレードの雑貨

くるっと丸めて持ち運びができるお箸袋２種！
穏やかな春と、爽やかな夏のイメージが広がる色と柄です。

バングラデシュのホグラと呼ばれる湿地帯
の植物（ガマの一種）を乾燥させて編んだ
バスケット。湿地の恵みを活かした商品で
す。本や雑貨の収納、インテリアにも！

バングラデシュ、ベン
ガル地方の伝統の刺
繍を元にしたノクシカ
タ刺繍。現地の世界が
垣間見える、独特なデ
ザインが魅力です。

ブロックプリントのお箸袋
各 ￥1,200 

ホグラバスケット
3個セット
￥3,996 

ノクシカタコースター
各 ￥550 

■サイズ（約）：35×23cm　■素材：綿
■生産地：バングラデシュ　■シャプラニール

■サイズ（約）：（小）縦23×横15×高さ14cm
　　　　　　（大）縦27×横37×高さ16cm
■小2個、大1個　■素材：ホグラ
■生産地：バングラデシュ　■フェアトレードカンパニー

■サイズ（約）：直径10cm　■素材：綿（生地）、レーヨン（刺繍糸）
■生産地：バングラデシュ　■シャプラニール

緑・桃A 631258商品番号

631246商品番号

青・黄B 631259商品番号

数量限定

数量限定

数量限定

鳥

くじゃく

A

C

631254商品番号

631256商品番号

魚

とら

B

D

631255商品番号

631257商品番号

みんなが笑顔になる フェアトレード食品

■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 A タマリン
ド、ショウガ、唐辛子、コリアンダー Bトマト、レモングラスC 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

B ミディアム

辛さ ★★★★★
A スパイシー

辛さ ★★★★★
C マイルド

辛さ ★★★★★

レシピ
集付き！

ティーバッグA 720280商品番号 リーフB 720281商品番号

有機アールグレイ紅茶
各 ￥756 

有機ルフナ紅茶
各 ￥756 

■内容量：（共通）　50g（2g×25包）、　100g
■原材料：（共通）有機紅茶、（アールグレイ）ベルガモット香料
■生産国：スリランカ　■賞味期限：製造より3年　■パルシック

ティーバッグA 720319商品番号 リーフB 720320商品番号

A B

B

Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/22

ブレイクタイムはコーヒー？紅茶？

便利で美味しい！カレーのもと アウトドアのお供に

A

を味わえます。

A

まとめて収納できます

A
B

A

C

B D

A AB B

ルフナ アールグレイ

自然素材を活かした手作り雑貨。お気に入りの色と柄で
新生活がもっと楽しくなりますように。

各 ￥600



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

無農薬栽培の大麦を使用した、“黄金
色”の麦茶。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おり、シ
ギ・チドリ類など、野鳥の休息地として
注目されています。

黄金色に輝く麦畑

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

生き物と一緒に作るお米

北海道 勇
ゆ う ふ つ げ ん や

払原野の特産品　ハスカップ

サシバの生息環境に配慮して作ったうどん
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。

　
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

720188商品番号

かぶくりぬまのふゆみずたんぼ米
5kg
各￥3,888 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

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

収穫前の麦畑 脱穀の風景

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？

食品～人と自然の共存～

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。雑
穀がお好きな方はぜひ玄
米をご賞味ください。

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。

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

くろもじ茶　ティーバッグ
￥540 
■内容量：2g×６個　■賞味期限：製造から1年　■茶三代一

720284商品番号

クロモジの枝と葉

染織工房から生まれたジャム 無農薬・無施肥の自然栽培茶
「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。

自然栽培茶「初芽」
￥1,404 

自然栽培茶
「ほうじ茶」2袋セット
￥1,512 

■内容量：100g　■賞味期限：メーカー出荷
より1年　■杉本園

■内容量：200g×2袋　■賞味期限：メーカー
出荷より1年　■杉本園

710085商品番号 710087商品番号

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。蚕が食べ
ないクワの実を有効活用し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

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。

「なつみずたんぼ」を訪れたクサシギ

ハスカップはビタミンやミネラルを豊富に含む果実で、ウトナイ湖サンクチュアリが位置する北海道苫小牧市を
中心に広がる勇払原野に自生しています。

紅茶のもつ芳醇さとハスカップの酸味が調和し
た、自然な甘味を感じるフレーバーティーです。

全体量の10％に丸ごとミキサー
にかけたハスカップ（果皮・種子含
む）を練り合わせました。お茶請け
としてはもちろん、コーヒーや紅
茶との相性も抜群です。

HASKAP TEA　角缶
￥864 
■内容量：55g　■原材料：セイロン紅茶、香料、デキストリ
ン、果糖、ハスカップ粉末（北海道厚真産）、ハスカップ濃縮果
汁　■賞味期限：製造より730日　■はすかっぷサービス

ハ ス カ ッ プ テ ィ ー

710194商品番号

HASKAP羊羹
￥1,000 
■内容量：340g　■原材料：砂糖、小豆こしあん、マル
トース、ハスカップ（北海道厚真産）、水飴、寒天　■賞味
期限：製造より1年　■はすかっぷサービス

ハ ス カ ッ プ

710196商品番号

勇払原野とは、北海道苫小牧
から太平洋に至る一帯のこと。
ウトナイ湖を含み、多くの野鳥
の生息地として重要な役割を
果たしています。日本野鳥の
会が保護を進めるオオジシギ
（P.27、P.40裏表紙）にとっ
ても重要な環境です。

無農薬栽培の黄金色麦茶島根県で古くから飲まれてきた健康茶

※パッケージが変わる場合があります。



　春になると、オーストラリアから渡ってくるオオジシギ
という面白い鳥がいます。この鳥、姿はとても地味で
すが、繁殖期に行うディスプレイ・フライトはとても騒が
しく、賑やかです。急降下する姿と鳴き声や羽音から、
「雷シギ」とも呼ばれています。オオジシギは北海道
を中心に、本州以南の高原に拡がる草原で繁殖しま
す。絶滅危惧種にも指定されていて、生息環境の悪
化や個体数の減少が心配されています。日本野鳥
の会では、2016年からオオジシギ保護調査プロジェク
トを開始しました。

　国内の湿地を中継地として利用しているのなら、中継地の保全が必要であると考
え、2016年には、渡りルートを調べるために衛星追跡調査を行いました。約5グラムの
送信機をオオジシギに背負ってもらい、衛星で位置を追跡します。途中立寄った場
所が、オオジシギの重要な中継地であるという考え方です。
　ところが、装着した4羽が北海道からいきなり南東に飛び出しました。そのうち1羽

が休むことなく6日で、ニューギニア島まで一気に飛
んでいきました。そこで信号が途切れ、オーストラリ
アまで追跡することはできませんでしたが、陸地を
転 と々休みながら渡るのではなく、海を越えて直接
渡ることを発見することができました。今年の春は、オオジシギの生息地と個体数を調べるため、日本野鳥の
会の支部・連携団体とともに、生息調査を北海道全域で繰り広げます。
　このような活動が進められるのは、このカタログをご覧になり、ご購入いただいている皆様のご支援のおか
げです。物品をご購入いただくことが、野鳥の保護と生息地の保全につながります。今号もたくさんのグッズ
や観察用品を取り揃えました。ご購入いただければ幸いです。

日本野鳥の会活動紹介

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。

26 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。
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B 豆   　 710184商品番号B 豆   　 710337商品番号

シマフクロウブレンド
各 ￥1,080

タンチョウブレンド
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

■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

近年、コーヒー栽培は収穫率を上げるため、森林を切り開いて栽培するサングロウン（日

なた栽培）が主流となっています。しかし、この方法では渡り鳥の中継地となる森林が破

壊されてしまいます。そこで、渡り鳥の中継地を守るため熱帯雨林を伐採するのではな

く、その木陰で栽培するシェードグロウン（木陰栽培）という方法が注目されています。こ

の、シェードグロウンで栽培され、かつ有機栽培であることや11種類以上の樹種で構成

される事などの条件をクリアした農園に「バードフレンドリー®認証」が与えられます。　

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。

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。

A 粉 710183商品番号A 粉 710336商品番号

「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28年度は、総額8,162,803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 8,162,803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

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

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
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になっています。
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。

休 地息
近年、コーヒー栽培は収穫率を上げるため、森林を切り開いて栽培するサングロウン（日

なた栽培）が主流となっています。しかし、この方法では渡り鳥の中継地となる森林が破

壊されてしまいます。そこで、渡り鳥の中継地を守るため熱帯雨林を伐採するのではな壊されてしまいます。そこで、渡り鳥の中継地を守るため熱帯雨林を伐採するのではな

く、その木陰で栽培するシェードグロウン（木陰栽培）という方法が注目されています。こく、その木陰で栽培するシェードグロウン（木陰栽培）という方法が注目されています。こ

の、シェードグロウンで栽培され、かつ有機栽培であることや11種類以上の樹種で構成の、シェードグロウンで栽培され、かつ有機栽培であることや11種類以上の樹種で構成

される事などの条件をクリアした農園に「バードフレンドリー®認証」が与えられます。　

渡り鳥・オオジシギの追跡調査によせて

地味な姿だが、
ディスプレイは派手

渡りのルート　毎日祈るような気持ちでルートを追跡

スタッフの発信機装着の技術訓練のため、
練習台になってくれたウズラ三姉妹

サングロウン（日なた栽培） シェードグロウン（木陰栽培）



〈電話〉03-5436-2626（平日10：00〜17：00）

〈メール〉birdshop@wbsj.org
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のポイント

まずは30口径をおすすめします。
旅行等で荷物が多い場合は、口径が
20mm程度のもの、野鳥をしっかり見
たい方は、口径が40mmのものがおす
すめです。

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。

10倍の双眼鏡を使った時

※色にじみを説明するために画像を強調しています。

100m10m

8倍は森林等でおすすめ 10倍は干潟等でおすすめ

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

対物レンズ

8×42
倍率 対物レンズの

口径の直径（mm）

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。

接眼レンズ

アイレリーフ

双眼鏡を真横から見た図

色にじみ
している

色にじみ
していない

値が小さい

値が大きい

くっきり！

対物レンズが
大きくなればなるほど
集光力があり、

明るく見える傾向になるが、
重たくなる。

！

表記の
見方

倍率の
意味

1,000ｍ
視界

最短合焦
距離

重さの
違い

８倍と
１０倍の
違い

対物
レンズの
口径

アイ
レリーフ

防水
機能

色にじみ
（色収差）

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倍をおすすめします。

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。

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。

1,000ｍ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。

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。

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

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

快晴や直射日光が強いと
き、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、発生してしまう色収差という現象です。
レンズには、「ノーマルレンズ」「特殊低分散
ガラス」「蛍石」などがありますが、「特殊低分
散ガラス」（ＥＤ、ＸＤ等）、「蛍石」のレンズを
使用したものは、色にじみが軽減されます。
※�見え味はレンズの種類だけでなく、口径や
倍率によっても変化します。

双眼鏡を選ぶ時に知っておくと役に立つ
ポイントを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。

10初心者
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双眼鏡



軽　量 防　水広視野

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

ニコン
トラベライトEX8×25 CF

重さ：355g 視界：110m
￥21,600
割引価格 ￥18,360� 100461商品番号

ニコン
トラベライトEX10×25 CF

重さ：365g 視界：87m
￥23,760
割引価格 ￥20,196� 100462商品番号

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した。

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、コンパクトになりきりませんでした。
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。

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

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

ジェネシスのハンディタイプ

フローライト系の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、明るさを感じました。
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。

カールツァイスより
ビクトリーコンパクトの後継機が新発売！

軽　量 防　水特殊レンズ 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11.2×長さ10.5cm

■サイズ：幅10.0×長さ11.2cm
■ハードケース、ストラップ付
※ご注文状況によりお届けまでに少々
お時間をいただく場合がございます。

NEW
会員価

格

NEW
会員価

格

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。 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。！

20口径
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。

タイプ
双眼鏡

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。

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、

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。

広視野 最短合焦

軽　量
軽量でコンパクトなタンクローシリーズ。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勧めです。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。

お求めやすく、
お子様へのプレゼントにもおすすめ。

100894商品番号会員価格 ￥6,500
■サイズ：幅11.0×長さ8.3cm
■ソフトケース、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

見え味、携帯性、価格とバランスがとれた機種。

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。

105221商品番号会員価格 ￥22,464
■サイズ：幅10.7×長さ11.1cm
■ソフトケース、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

コンパクトでお手頃価格なハンディタイプ。

■サイズ：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

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。

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。

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。

■サイズ：幅11.4×長さ10.3cm
■ソフトケース、ストラップ付

■サイズ：幅11.5×長さ11.1cm
■ハードケース付

軽　量 防　水アイレリーフ

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。

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。

■サイズ：
【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

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�

106350商品番号

106350商品番号

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

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�

106360商品番号

106360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



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。

■サイズ：幅12.1×長さ13.1cm
■ケース、ストラップ付

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。

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。

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

価格にたがわず、見え味は格別です。

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

ニコン歴代の名機に仲間入り。

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

コンパクトでバランスがとれた双眼鏡。

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

重さが約500gなので、
長時間の観察にもおすすめです。

室長 富岡の

おすすめ

スターターセットでお得
詳しくは8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
■ソフトケース、ストラップ付　

防　水特殊レンズ アイレリーフ軽　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
■ソフトケース、ストラップ付

■サイズ：幅12.2×長さ11.8cm
■ソフトケース、ストラップ付

■サイズ：幅11.8×長さ13.2cm
■ソフトケース、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

NEW
会員価

格

Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/ 3332 ※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

軽　量 防　水広視野 アイレリーフ

コーワ YF30-6 
6×30

重さ：470g 視界：140m
￥11,880
割引価格 ￥10,098� 106410商品番号

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

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。！

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8ページ

30口径
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。

タイプ
双眼鏡

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。

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。

■ソフトケース、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。

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

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
■ソフトケース、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
■ソフトケース、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
■ソフトケース、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



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
■ソフトケース、ストラップ付

防　水特殊レンズ アイレリーフ

ニコンのミドルクラス。

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

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。

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

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
■ソフトケース、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
モナーク7　8×42

￥
割引価格

ニコン
モナーク7　10×42

￥
割引価格

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SF。自然
に忠実な色再現。バランスやピントリングのストレスもなく、ずっと見
ていられる魅惑の双眼鏡です。

いつかは持ってみたい1台です。光透過率はツァイス製品最高の
95％！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。

ツァイスの最高級モデルが新登場！

■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.15）を使用するのをおすすめします。

見え味は抜群です。

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15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。

進化するモナークシリーズ。

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.15）との
セットがおすすめ。

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.15）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。

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。

防　水特殊レンズ 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。

光の透過率95％の双眼鏡。
とにかく明るい！

人気のツァイステラシリーズに
42口径が登場！

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。

■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
広視野 特殊レンズ

防　水アイレリーフ

ニコンのフラッグシップモデル。

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

■

ニコン EDG 10×42

￥
割引価格

防　水広視野 特殊レンズ アイレリーフ

■サイズ：幅12.8×長さ16.7cm
■ケース、ストラップ付

広視野

防　水
特殊レンズ アイレリーフ

最短合焦

広視野

防　水
特殊レンズ アイレリーフ

最短合焦

ツァイス Victory 
ＨＴ ８×４２

重さ：830g 視界：136m
￥272,160
割引価格 ￥244,944 101661商品番号

ツァイス Victory 
ＨＴ １０×４２

重さ：850g 視界：110m
￥278,640
割引価格 ￥250,776� 101662商品番号

■サイズ：幅12×長さ14.2cm
■ハードケース付

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12.0×長さ15.0cm
■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
■ソフトケース、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

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/ ※価格は全て税込表示です。

40口径
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。

タイプ
双眼鏡



■サイズ：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

60
口径

55
口径

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、女性やお年寄りの方に最適です。

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
いう方にオススメ。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、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：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
■ソフトケース付

50
口径

88
口径

82
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：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。

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：長さ32.9cm　■ソフトケース別売

ニコン FT-1200
割引価格 ￥12,393� 102080商品番号

■サイズ：143.5cm（通常開閉時）、
　　　　 54.5cm（縮長）
■重さ：1,230g　■耐荷重：3kg
■ソフトケース付

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

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：長さ29.9cm　■ソフトケース別売

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：長さ28.8cm
■15〜45倍ズーム（一体型）　■4月中旬以降、ソフトケース別売

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！

重い望遠鏡は持ちたくないという方におすすめ！

携帯しやすい軽量タイプ！ 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：長さ41.7cm（フード収納時）　■ソフトケース別売

重さは約1.2㎏。機動性に優れ、スコープの
取り付けや高さ調節など、わかりやすい設計
なので初心者でも安心して操作できます。

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
観察したい方にオススメ！
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。

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

60
口径

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：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

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勧めです。 77

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：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：長さ30.4cm　■ソフトケース別売

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！

ミドル

大  型

大  型

大  型

66
口径

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：長さ31.2cm　■ソフトケース別売

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：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」。

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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通販カタログ「バードショップ」2018年春夏号
2018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ください。会員

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

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（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.27）に限り、支払回数が選べます。

お 支 払 い 方 法

ご 注 文 方 法

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

●商品番号の書き間違いやお客様のご都合により返品・交換をご希望の
場合、返送料はお客様ご負担にて承ります。
　（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9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

http://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

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28年度は、2,150件、総額
2,003,416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。

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。

「
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
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だ
さ
い
。

「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。

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。

もちろん人気のバードウォッチン
グ長靴も。お好みの色やサイズ
をお試しください。

国内外7社の双眼鏡を展示。量販店
では難しい「見比べ」もできます。

図鑑や読み物、ウェアなどバードウォッチングに

国内外7社の双眼鏡を展示。量販店

野鳥グ
ッズ

そろって
ます！

※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。

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

ポイントカードでお得！
包装の色は変わることがございます。

●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。




