
ファーバーカステル
アルブレヒト・デューラー水彩色鉛筆 （缶入り）
　￥3,960　　　　   　￥7,920 A B  

12色 606721商品番号 24色 606722商品番号

小鳥ぽんぽん
￥1,430 
■著：trikotri　■B5変形判、
96ページ　■誠文堂新光社

005757商品番号

trikotri KIT すずめ・道具セット
￥3,883 
■内容：毛糸、フェルト、結び糸、さし目、厚紙、フラワーテープ、フラワー
用ワイヤー、作り方説明書、スーパーポンポンメーカー（35mm、
45mm、55mm）、フェルトパンチャー（1本針）、フェルトパンチャー替針

（スピード針）、フェルトパンチャー替針（レギュラー針）、フェル
トパンチャー用スポンジマット　■DARUMA、クロバー
※ハサミやペンチなど一部の道具はご自身でご用意ください。

622103商品番号

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（10％）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

ぬりえでバードウォッチング
￥1,320 

ジグソーパズル日本の野鳥
「三須広絵　里山の野鳥」
￥2,970 

シジュウカラ用巣箱
（完成版）

￥3,850 

シジュウカラ用巣箱（組立キット）
￥3,300 

■著：谷口高司　■A4変形判、40ページ（ぬりえ11枚、
ぬり見本つき）※ぬりえは切りはなせます。

■サイズ（約）：A12×18.5×1.2cm、B18.5×21.5×1.2cm
■ファーバーカステル

仕様：■絵:三須 広絵　■サイズ:（完成後）B4判／25.7×36.4cm
（箱）縦17.2×横14.5×高さ5cm　■300ピース
■パズル完成後に固める糊とスポンジ付。
（額の付属はありません。）

■穴の径（約）：2.8cm　■サイズ（約）：幅19×高さ32×奥行15cm　■重さ（約）：900
ｇ　■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（2号）をご用意ください。

000304商品番号

604994商品番号

200009商品番号

200010商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

時間がない方のための完成版登場！

オリジナル
日本野鳥の会new!

オリジナル
日本野鳥の会

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。

￥2,860 

タワーフィーダー・ミニ
（組立キット）

201530商品番号

■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（2号）をご用意ください。

その他の巣箱と、巣箱・フィーダーを設置する際のお願いはP.24をご覧ください。

数量限定new!

オリジナル
日本野鳥の会数量限定

身近な野鳥から、少し遠くへ旅をして見る鳥、
地球の反対側にいる鳥など、
さまざまな鳥をギュッと詰めたぬりえの本。
原画は「新・山野の鳥」「新・水辺の鳥」で
おなじみの谷口高司さんの描きおろしです。
見本のままでも、オリジナルカラーに仕上げても、
それぞれの楽しみ方で野鳥の世界を楽しめます。

毛糸を使って手のひらサイズの小鳥を作ってみません
か？スズメ、シジュウカラ、カワセミなど、身近な野鳥11種
と、飼い鳥11種の作り方が掲載された本です。

小鳥ぽんぽんのすずめが2羽作れる材料と、必要な道具が揃っ
ているセットです。

色をぬったり、影を作ったりして、水彩画のような表現も可能
になる水彩色鉛筆です。せっかくのぬりえを素敵に仕上げる
ためにも、ぜひお手元にいかがですか？

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。

野鳥と
じっくり向き合う“ぬりえ”

もっとぬりえが楽しくなる水彩色鉛筆

吊り下げ式の可愛いミニフィーダー　

毛糸をくるくる巻いてつくる鳥

B

A

在庫限りで終了。
今後再販売の予定は
ありません。

オリジナル
日本野鳥の会

野鳥のためのDIY!巣箱＆フィーダーづくり

原画について

拡大見本

拡大見本

1ピースずつつなげて野鳥の絵を完成させる当会オリジナルのパズルです。
子供から大人まで楽しめ、完成後は飾って楽しむこともできます。

達成感抜群、野鳥のパズルができました。

ガラス絵作家の三須広絵さんによる描き下ろし。三須さんは畑、水田、山に囲
まれた里山で、日頃から観察している野鳥や動植物をモチーフにしたイラストを
制作しています。今回は、そんな三須さんに里山で出会う野鳥たちの四季を
テーマにオリジナル作品を描いてもらいました。

数量限定new!

▶

（上段）サシバ、ゴイサギ、ツバメ
（中段）カルガモ、フクロウ、カワセミ
（下段）アカゲラ、ウソ、
　　　ジョウビタキ

ぽ
ん
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第4回トリの市に出展してくださった「ヒロロ工房」さんの陶器の器です。
優しい風合いの白い器に、シンプルでかわいい鳥の絵が描かれています。
今回はふっくらした冬鳥のウソと、いつもにぎやかなヒヨドリの器をご用意しました。

第5回トリの市に出展してくださったNina
さんは、実際に出会った生きもの達をアク
セサリーにされています。鳥に出会ったと
きの感動や喜びが伝わる、美しい真鍮の
ブローチです。

第6回トリの市に出展して
くださった、木工作品のLa 
goutteletteさん。丁寧に丁寧
に研磨をくりかえして仕上げら
れ、なめらかな手ざわりと木目
が美しいブローチです。

生きものの絵と漢字を組み合わせて作
品をつくられる「いきもじ」さんには、当
会が保護活動をすすめているシマフクロ
ウと「梟」を組み合わせて描いていただ
きました。

ゆるくかわいいイラストの「ヨツモトユキ」さんには、冬に混群に
なっている、シジュウカラ・ヤマガラ・メジロ・エナガを描いていただ
きました。

バードウォッチャーならでは
の視点で絵を描かれる「piro 
piro piccolo」さんには、ヒヨ
ドリの波状飛行をイメージし
て描いていただきました。

ヒロロ工房のお茶碗
各 ￥2,750 A ウソ　 　　　B ヒヨドリ　

  　 　
603138商品番号 603139商品番号

■素材：半磁器に下絵付け　■サイズ(約)：径11×高さ6.5cm
■重さ：190g　■電子レンジ使用可　■ヒロロ工房

ヒロロ工房のカップ
各 ￥2,640 A ウソ　 　　　B ヒヨドリ　

  　 　
603141商品番号 603142商品番号

■素材：半磁器に下絵付け　■サイズ(約)：径8.5×高さ9cm
■重さ：150g　■電子レンジ使用可　■ヒロロ工房

ミニトートバッグ
いきもじ×シマフクロウ
￥2,530 
■素材：コットン　■サイズ(約)：縦
18×横28×マチ9cm、ヒモ全長
28cm　■シルクスクリーン
■デザイン：いきもじ　

640261商品番号

色を塗った紙を切り貼りして作
品をつくられる、「なかいつこ」さ
ん。空に舞うツバメの夫婦を描い
ていただきました。

いきもじさん

piro piro piccoloさん ヨツモトユキさん

数量限定

数量限定

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（10％）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/

年に2回（5月・12月）開催している、鳥モ
チーフの雑貨が集まるイベント。
野鳥や生き物、自然をモチーフに作品をつ
くられる作家さんをお呼びして販売会を
行っています。毎回大人気のこのイベント
は、作家さんと直接お会いできることも魅
力のひとつ。丁寧につくられた作品や、生き
ものへの愛があふれるイベントです。

トリの市には、刺繍や羊毛フェルト、陶芸やアクセサリーなど、
さまざまなジャンルの作家さんが出展されます。
今回は、イラストを描く作家さん4名と、バッグやポーチをつくりました。

2019年12月14日～15日の「第9回トリの市」開催時には、直営店「バードショップ」にて
P.7掲載の作家さん4名の作品も一部販売しております。ぜひお越しください！

次回は『第9回トリの市』
12月14日（土）・15日（日）
11：00～17：00

［場所］ 日本野鳥の会　西五反田事務所
 東京都品川区西五反田3-9-23
 丸和ビル3F

って？

ヒロロ工房さん

La goutteletteさ
ん

バッグやポ
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なかいつこさん

Ninaさん

■素材：真鍮　■サイズ（約）：A 3.4×1.5cm、B C 3.3×2.0cm
■重さ（約）：A 3ｇ、B C 4g　■Nina

Ninaブローチ　   
 A￥3,850           　       640248商品番号フクロウ

640249商品番号ジョウビタキ オス
640250商品番号ジョウビタキ メス

■素材： A ハードメープル、
 B アメリカンチェリー
■サイズ（約）： A 3.1×3.1cm、
  B 5.5×3.5cm
■La gouttelette

La gouttelette
木のブローチ　   
 A￥1,870            　       

640238商品番号シマエナガ

640239商品番号アオサギ

サコッシュ
piro piro piccolo×ヒヨドリ
￥2,970 
■素材：コットン　■サイズ(約)：縦
19×横26.5cm、ヒモ全長109cm
■シルクスクリーン　■デザイン：
piro piro piccolo

640262商品番号

オリジナル
日本野鳥の会new!

オリジナル
日本野鳥の会new!

トートバッグ　なかいつこ×ツバメ
￥3,960 
■素材：コットン　■サイズ(約)：縦35.5×横34.5cm×マチ10cm、ヒモ
全長56cm　■転写　■デザイン：なかいつこ

640260商品番号

オリジナル
日本野鳥の会new!

ポーチ
ヨツモトユキ×冬の混群
￥2,860 
■素材：コットン　■サイズ（約）：縦12×横20cm
■転写　■デザイン：ヨツモトユキ　

640263商品番号

オリジナル
日本野鳥の会new!

B C￥4,400

洋服やキャップに

マチつきでA4サイズのものが入る
ので、使いやすいサイズ感です。

中には小さいポケット
もついています。

ちょっとしたお出かけやお
散歩バードウォッチングに
もぴったり。

A

A

B

B
C

B￥2,200

色を塗った紙を切り貼りして作
品をつくられる、「なかいつこ」さ
ん。空に舞うツバメの夫婦を描い
ていただきました。

なかいつこさん

マチつきでA4サイズのものが入る
ので、使いやすいサイズ感です。

バードウォッチャーならでは
の視点で絵を描かれる「piro 
piro piccolo」さんには、ヒヨ
ドリの波状飛行をイメージし
て描いていただきました。

▲2018年12月／
　第7回トリの市の様子

▲裏

数量限定 数量限定


