
■サイズ（約）：A  横10×縦7×幅5cm、B 横11×縦7×幅6cm（共通）ストラップ
全長約13cm ■素材：ポリエステル、ボールチェーン　■セキグチ

拡大イメージ
シマフクロウ

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。

可愛らしいぬいぐるみのストラップです。
B 山野の鳥

身近なアイテムに
お気に入りの野鳥を貼って…

カラフルバード
絶滅危惧の鳥たち

A 水辺の鳥

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

美しいイラストの野鳥トランプ

美しいイラストの下敷き

野鳥シール
カラフルバード・
絶滅危惧の鳥たちセット
￥660 
■シール台紙サイズ（約）：19.5×7cm
■素材：エポキシ樹脂、PET

605276商品番号

A

C

下敷き
各 ￥330 

■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　
B 池や川の鳥　　
  　 　

C 北海道の野鳥　
　
   　 　

605283商品番号 605271商品番号

605284商品番号

B

　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

■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。※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」弐
にかん

巻
各 ￥1,650 407023商品番号407021商品番号 C 桃A 灰

407022商品番号B 黄

身近な野鳥ではないけれど、ふふっと笑ってしまいそうな
ユニークな鳴き声の野鳥を集めて、てぬぐいにしました。

鳥の鳴き声のてぬぐい

B

A

C

シマフクロウやウミガラス
など、野鳥は13種！

簡単な解説もついています。

※nonoBIRDシリーズは他にも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。

nonoBIRDブローチ 
各 ￥1,650 
A フクロウ　
B チゴモズ　
  　 　

A タンチョウ　
B ジョウビタキ　
  　 　

C キレンジャク　
D とんでるアカゲラ

C マガモ　
D シジュウカラ

607890商品番号 610613商品番号607960商品番号 610680商品番号

608300商品番号 610780商品番号608080商品番号 612336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 ￥1,760 

ひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち

A

A

B

B

D
A

B

C

C

D

■素材：樹脂、手採色　■サイズ（約）：2.5～4cm　■やぎさん工房オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

どっちが好き？タイプ別野鳥シール

鳥の生活を楽しむマスキングテープ

使いやすいタオルハンカチ

■サイズ（約）：25×25cm、刺繍 3×3cm　■素材：綿100％、パイル織、
甘撚り　■日本製（今治タオル）　■デザイン：やぎさん工房

タオルハンカチ
各 ￥770

ぬいぐるみストラップ
各￥1,320 407003商品番号 407004商品番号A スズメ B アカコッコ407572商品番号A シマエナガ 407571商品番号B スズメ

オリジナル
日本野鳥の会

B
A

今治マーク付

鳥のぬいぐるみストラップ

new!

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！

野鳥シール　めだちたがりやさん・かくれんぼさんセット
￥660 

富士鷹なすびのマスキング
テープセット（2個入り）
￥1,265 

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

■内容・オレンジ：18㎜幅、グリーン：24㎜幅×各１個（10m巻き）
■素材：紙　■カモ井加工紙　■イラスト：富士鷹なすび

605265商品番号

603709商品番号

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

オリジナル
日本野鳥の会

A B

オリジナル　野鳥トランプ 
各 ￥1,430 

■素材：紙　■プラスチックケース入り
■イラスト：水谷高英　

A 水辺の鳥　
B 山野の鳥　
  　 　

604993商品番号

604991商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会数量限定

ボー
ルチェーン付！

オリジナル
日本野鳥の会数量限定

「原色非実用おもしろ野鳥図鑑」（P.12）の
イラストを描いた富士鷹なすびさんがイラ
ストを手がけました。

※価格は全て税込（10％）表示です。



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。

　

￥7,700 

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

※定刻になると約20秒間、上記の野鳥の声が流れます。

■サイズ：A直径33.6×厚さ6.3cm　 B直
径32.4×厚さ6.1cm　■重さ：（共通）
1.2kg　■素材：A木枠　 Bプラスチック枠
■単3電池6本使用（付属） ■電波時計
■音源：松田道生　■解説シート（絵）：谷口
高司　■リズム時計工業

▶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

タオルハンカチ
￥770 
■サイズ（約）：25×25cm、刺繍 3×3cm　■素材：綿100％、パイル織、甘
撚り　■日本製（今治タオル）　■デザイン：やぎさん工房

407005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。 ※価格は全て税込（10％）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

雑
　
　
　貨

雑
　
　
　貨春

（3～5月）
朝：6～9時
昼：10～18時
夜：19～5時

ウグイス、シジュウカラ、ヒバリ、メジロ
コガラ、ミソサザイ、ヒガラ、アオジ
オオヨシキリ、コチドリ、コジュリン、トラフズク

夏
（6～8月）

朝：6～9時
昼：10～18時
夜：19～5時

アカショウビン、カッコウ、キビタキ、サンコウチョウ
メボソムシクイ、コマドリ、ビンズイ、クロジ
クロツグミ、ホトトギス、コノハズク、アオバズク

秋
（9～11月）

朝：6～9時
昼：10～18時
夜：19～5時

アオゲラ、イカル、セグロセキレイ、ホオジロ
モズ、カワラヒワ、ジョウビタキ、ヒヨドリ
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

冬
（12～2月）

朝：6～9時
昼：10～18時
夜：19～5時

キジバト、ベニマシコ、ウソ、ヤマガラ
オオハクチョウ、オオバン、シロチドリ、タンチョウ
トビ、ミヤコドリ、ウミネコ、フクロウ

●収録音声は48種+シークレット1種！
月に1度のシークレット音声もお楽しみに。

●選べる時報モード
①シーズンモード：春夏秋冬/朝昼夜ごとに鳥の声が変わります
②ランダムモード：49種がランダムに流れます
③カッコウモード：毎時カッコウの声が流れます

A

B

※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。

谷口高司氏による図版
入りで、収録されてい
る野鳥や鳴き声につい
て解説しています。

解説シートが付属

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。

鳴き声を

B

A

重厚なウォールナット（木製枠）

ナチュラルな
イメージの
プラスチック枠

今治マーク付

オリジナル
日本野鳥の会

好評！タオルハンカチシリーズ（P.9）のカワセミです。

キリっとした目のカワセミと、丸い目がかわいいカワセミは、創業150
年の窯元でつくられた、有田焼の醤油差し。

1羽1羽手づくりでつくられた、nonoBIRDシリーズから
カワセミだけを集めてみました。

人気のオリジナルキャップカワセミが新しくなり
ました。

みんな
大好き！

■素材：綿　■サイズ(約)：周囲54～62cm　※背面ベルトで調節可
■イラスト：シルぶん工房 マツモトユミコ 
この他のキャップはP.23をご覧下さい。

オリジナルキャップ　カワセミ　   
各 ￥3,080

409201商品番号 409202商品番号A ネイビー B ベージュ

オリジナルキャップ　カワセミ　   オリジナルキャップ　カワセミ　   オリジナル
日本野鳥の会

刺しゅうのキャップ 口からぴゅーっ　カワセミの醤油差し

好評！タオルハンカチシリーズ（P.9）のカワセミです。

カワセミがちょこん、なタオルハンカチ 大人気nonoBIRDのカワセミたち大人気nonoBIRDのカワセミたち

背面

オリジナル
タグ付き。

掛け時計・四季の野鳥
　濃茶
￥22,000 609113商品番号

　ナチュラル
￥16,500 609114商品番号

■素材：陶器　■サイズ（約）：A 高さ9.5cm、B 高さ7.5cm
■容量：A 100ml、B 70ml　■箱入り　■幸楽窯

有田焼のカワセミ醤油差し　   
 A￥4,620                 　  B￥4,180

603151商品番号錦
にしきかわせみしるつぎ

川蝉汁次／大 603152商品番号錦
にしきかわせみしるつぎ

川蝉汁次／小

BA

くちばしから
キレイに醤油
が出る、液だれ
しにくいデザ
インです。

フタをとった状態

A

B

　　　　　　で
サンプル音声が聞けます！

■素材：A ～ C 樹脂、D セラミック樹脂、E 木、いずれも手彩色
■サイズ(約)：A ～ C 3cm、D 2.5cm、E 4cm　■やぎさん工房

nonoBIRD
 ￥1,650 A ブローチ　カワセミ 607860商品番号

B ブローチ　とんでるカワセミ 607670商品番号

608306商品番号C ブローチ2　カワセミ
611101商品番号D CeraBIRD　カワセミ
610730商品番号E ペーパースタンド　カワセミ

￥1,760

オリジナル
日本野鳥の会

A B

C

E

D

有田焼のカワセミ醤油差し　   有田焼のカワセミ醤油差し　   new!



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 ￥660 　

　
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.15）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 
￥440 651010商品番号

ハンディ図鑑
2冊を1つにまとめるカバー。

A

識別だけにとどまらない豊富な情報にもかかわらず、野外で使用し
やすいサイズ感！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。

■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変形判、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
￥3,960 000143商品番号

よく見られる野鳥をセレクト。はじめての1冊におすすめ

本からひょこっとのぞく刺繍のしおり

見る 読む
わかる野鳥図鑑 
￥880 
■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

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。

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。

字も絵も大きくて見やすい！

驚きや感動は身近な場所にもあふれている

漫画で楽しくカラスを学ぼう

楽しく野鳥を覚えられる！？

バイブルとも呼ばれるロングセラー図鑑

B

厚さ5mm
ポケット
サイズ

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、
著者の体験を交えながら具体的にご紹
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）を目指してみませんか？

「カラスの教科書」（松原始／雷鳥社）で
お馴染みとなったキャラクター・カラスく
んが本の中を飛び回る！？鳥類学者・松原
始先生が原作を手がけ、漫画の後に松
原先生による解説が入ります。初心者か
ら上級者まで楽しめる一冊。

カラスの毎日～いきもの生態漫画～
￥1,210 
■著：松原始、絵：植木ななせ　■A5版、108ページ　■旅するミシン店

005758商品番号

果実と野鳥の関係とは…？
この季節、果実を食べにくる野鳥に注目
する人も多いかもしれませんね。鳥が植
物の種子散布に貢献するだけはなく、種
子を破壊してしまう鳥もいることに目を
つけた著者。「身近なフィールド」と「書
庫」から、野鳥と植物の様々な関わりを
解き明かしてゆきます。

揺れうごく鳥と樹々のつながり
￥2,750 
■著：吉川徹朗　■B6判、256ページ　■東海大学出版部

005756商品番号

鳥声録音のプロ・松田道生氏の新刊本！
CD「鳴き声ガイド」（P.15）でもおなじ
みの野鳥録音家・松田道生氏がウグイス
の声を例に鳥の鳴き声について語りま
す。ウグイスの「ホーホケキョ」を様々な
視点からわかりやすく解説。まるまる1
冊ウグイスのさえずりをテーマに、こん
なに興味深い本ができるのかと驚かさ
れます。

鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学
￥1,430 
■著：松田道生、絵：中村文　■四六判、223ページ　■理論社

005755商品番号

651008商品番号

肩がけブックホルダー（P.25）とのセットも オリジナル
日本野鳥の会

フィールドガイド日本の野鳥＋
肩がけブックホルダーセット

￥6,050

事務用品メーカーのヒサゴ株式会社と作った、刺繍のブックマーカー（しおり）
です。ひょっこり顔をのぞかせる鳥は細かい刺繍で作られています。売上の一
部は当会に寄付されます。

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（10％）表示です。

本
・
鳥
の
声

本
・
鳥
の
声

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

　 
￥1,320 
■著：箱田敦只（日本野鳥の会普及室）　■四六判（約19×13cm）、256ページ

000303商品番号

トコロジスト
自然観察からはじまる「場所の専門家」 オリジナル

日本野鳥の会

原色　実用 野鳥おもしろ図鑑 
￥2,090 
■著：富士鷹なすび　■624種収録 ■Ａ5判横、164ページ、フルカラー

000280商品番号

バードブックマーカー 刺しゅうしおり
各￥748 

■素材：レーヨン、ポリエステルフェルト　■サイズ（約）：3.5×13cm　■中国製
■ヒサゴ

A シマエナガ  B スズメ  601061商品番号 601062商品番号

C カワセミ  D シマフクロウ  601063商品番号 601064商品番号

いつも家の前で鳴いている鳥や、庭に来る見慣れない鳥はなんだろう？野鳥の名前を知りたいと思ったとき、
役立つのが野鳥の図鑑です。図鑑は大きく分けて「イラストで紹介している図鑑」と「写真で紹介している図鑑」
がありますが、最初の1冊は前者がおすすめです。イラスト図鑑の良いところは、特徴がわかりやすく描かれて
おり、図鑑によっては識別ポイントに矢印がついているものもあるところ。識別用にはまずはイラスト図鑑を基本
とし、写真図鑑はイラスト図鑑でわからない部分を補足するために併用するのがおすすめです！

どの図鑑にする？野鳥図鑑の選び方！

本から顔がひょこっとのぞきます 刺しゅう部分を引っかけて使います

new!

B

C D

A

拡大

拡大



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

野鳥の声がずっと流れるCD
「BIRD SONGS」
～海辺の鳥～
                                   

■収録・構成：松田道生　■収録：約57分 
■写真：宮本昌幸、中野泰敬
■紙製ジャケット　■鳥の説明ブックレット付

■収録・構成：松田道生　■収録：約58分
■写真：大塚 豊、佐藤信敏、菅原貴徳、
　中野泰敬
■紙製ジャケット
■鳥の説明ブックレット付

￥2,200

￥2,200

500240商品番号

500241商品番号

「朝のせせらぎ」

「夜の森」

オオルリ／ヒガラ／クロツグミ

フクロウ

Track 1

Track 3

【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】 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
Track 2

【バックコーラス】 コマドリ、ホトトギス、ホオジロ、キビタキなど

主
な
収
録
種

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：412分
■CD6枚組

CD鳴き声ガイド 日本の野鳥
6枚組
￥4,950 500230商品番号

A　CD 声でわかる山野の鳥 
￥2,090 500210商品番号　
　CD 声でわかる
　水辺の鳥・北や南の鳥 
￥2,200 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

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.12）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！バードウォッチングに行く前に、
見られるであろう野鳥の鳴き声を予習したり、バードウォッチングから帰ってきてから、鳴き声を確認して種を
特定するのにも便利です。

BA

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！バードウォッチングに行く前に、
見られるであろう野鳥の鳴き声を予習したり、バードウォッチングから帰ってきてから、鳴き声を確認して種を
特定するのにも便利です。

聞き分けの
解説付

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 し々い森林の朝、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。

海辺の野鳥たちの声を
じっくり聴いたことはありますか？
春や秋の渡り鳥の集まる干潟、
マングローブ林の広がる夏の南西諸島、
晴れた冬の穏やかな海辺…。
目を瞑り、春夏秋冬、自然の中にいる
海辺の野鳥の魅力に
触れてみてください。

トラック1を視聴

トラック1を視聴

※価格は全て税込（10％）表示です。Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/14 15

本
・
鳥
の
声

本
・
鳥
の
声

「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。

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」を検索
鳴き声タッチペンセット
￥12,100
■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

♪

別売の「野鳥観察ハンディ図鑑」
（P.12）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 ！

付属のシールを貼るとお持ちの図鑑が鳴き声図鑑に！

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

主
な
収
録
種

「麗
うら
らかな干潟の便り」

ダイシャクシギ／キアシシギ
チュウシャクシギ／ミヤコドリ

Track 1

【バックコーラス】 ダイゼン、ハマシギなど

「生
いのち
命溢れる海辺」

シロハラクイナ／シロチドリ／コアジサシ
Track 2

【バックコーラス】 アカショウビン、カンムリワシ
 ヒヨドリ、ハシブトガラス

「秋風ふく波打ち際」
アオアシシギ／ダイゼン／ソリハシシギ
ミユビシギ／メダイチドリ

Track 3

【バックコーラス】 ハクセキレイ、イソシギ、
 アオマツムシなど

「冬晴れの港」
ウミネコ／セグロカモメ／クロガモ
Track 4

【バックコーラス】 ハシブトガラス、ハクセキレイ

～海辺の鳥～
   

■収録・構成：松田道生　■収録：約58分
■写真：大塚 豊、佐藤信敏、菅原貴徳、
　中野泰敬
■紙製ジャケット
■鳥の説明ブックレット付

￥   ￥   



（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

ベルト付きトートバッグ
各 ￥7,590 

丸型ジュートポーチ
各 ￥2,420 

■サイズ（約）：縦40×横31×マチ7cm、持ち手37cm
■素材：コットン　■外ポケット×1、ベルト取り外し可
■生産地：ネパール　■フェアトレードカンパニー

■サイズ（約）：縦15×横15×マチ3cm
■素材：ジュート、コットン、ファスナー　■内ポケット×1
■生産地：バングラデシュ　■フェアトレードカンパニー

631317商品番号A ネイビー

631319商品番号A 生成り

631318商品番号B ベージュ

631320商品番号B ブラック

数量限定new!

数量限定new!

薄手ながらウール100％であたたかく、使い勝手の良いストール。

フラット、巾着型の2WAYで使用できる、
容量たっぷりのトートバッグ。

紐をしばると帽子としても使用できる、
2WAYのネックウォーマー。 手首が長めなので袖口からの風を防ぎます。

素材に使われているジュートは光合成が盛ん
で、二酸化炭素吸収量が非常に多い植物です。
葉っぱをデザインした手刺繍がオシャレなポー
チ。マチ付きでたっぷり入ります。 貝のつややかな輝きが美しいブローチ。

軽いので衣服が伸びる心配もありません。

かわいい手編みのソックス。P.18のチョコレートを
プレゼントするのにぴったりです。

ウールストール
 ￥9,350 

■サイズ（約）：A縦70×横190cm、B縦70×横180cm　■素材：ウール
■生産地：インド　■フェアトレードカンパニー

631315商品番号A ボタニカル
631316商品番号B アザミ￥8,690

数量限定new!

フィンガーレス・
てぶくろ
 ￥7,480 

■サイズ（約）：幅7×長さ25cm

631324商品番号A ランバスキャメル
631325商品番号B 模様編み 赤￥6,380

数量限定new!
631326商品番号

631327商品番号

レッグウォーマー
 ￥7,480 

■サイズ（約）：幅12×長さ40cm

A 模様編み 赤
B ケーブル編み ブラウン￥7,040

数量限定new!

カピスブローチ　フクロウ
各￥1,870 

リサイクルウールの
手編みミニ・ソックス
アソートカラー（1個）
￥715 
■サイズ（約）：縦14×横6cm　■素材：ウール
■生産地：ネパール　■フェアトレードカンパニー
※リサイクルウール使用のため、1点1点色が異なります。
色はお選びいただけません。

621063商品番号

数量限定new!
数量限定new!

フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入することにより、
立場の弱い生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易のこと。
今回は、寒い季節に使いたいあったかファッション雑貨や、
大人っぽいかわいさの小物をご用意しました。

フェアトレードの
雑貨雑貨雑貨雑貨雑貨雑貨雑貨雑貨

■サイズ（約）：縦4.6×横3.3cm　■素材：カピス（貝）、ブローチピン
■生産地：フィリピン　■フェアトレードカンパニー

631328商品番号A ピンク
631330商品番号C グレー

631329商品番号B ブルー

1716 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  い  … 一本道、道からはずれないで

日
用
品
・
雑
貨

日
用
品
・
雑
貨

ネックウォーマー
 ￥8,580 

■サイズ（約）：幅26×長さ25cm

A ランバスキャメル
B 赤×ダークグレー

631321商品番号

631322商品番号

631323商品番号C ネイビー×ライトグレー
￥7,480
￥7,480

数量限定new!
バードウォッチングでも、家の中でも大活躍。
足元をあたためて快適に。

A

A

A

C

B
B

A

B

B

B

B

A

A

A

B

C

裏側

巾
着型
に

でき
ます

アルパカの毛でポカポカ



食
　
　
　品

食
　
　
　品

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、コーヒーニブ、ビター・ザクロ、ビター・レモンピール、カカオニブ　■生産国：
スイス　■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）かをお申し付け下さい。分納の場合は梱包送料を2
回分頂戴いたします。※指示がない場合は、一括でお届けいたします。

720341商品番号

毎年人気のチョコレートに今年も新味が登場！

オレンジ コーヒーニブ ビター・ザクロ レモンピール カカオニブ ヘーゼルナッツ

1918 ※食品の価格は軽減税率対象商品のため税込（8％）、
　その他の商品は税込（10％）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

その一杯が渡り鳥の休息地を守る
バードフレンドリー®は、多くの渡り鳥の中継地となっている熱
帯雨林を守り育てる他、多くの厳しい基準を満たして栽培さ
れたコーヒー豆に与えられる認証です。

※メーカーの生産トラブルにより、セット内容に変更が生じました。
「コーヒーニブ」を「ヘーゼルナッツ」に替えてお届けいたします。
カカオニブはカカオ豆を砕いたもので、ナッツのような食感が特徴です。

フェアトレードチョコレートをかわいいソックスに
入れてプレゼントしませんか？

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。

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。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。

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

￥715 
※チョコレートは別売りです。

621063商品番号

数量限定new!

数量限定new!

日本野鳥の会がなぜ食品を扱うの？

シマフクロウ・マグカップ（１個）
￥2,200 
■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、大きさに僅かな個体差があります。

603990商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂北海道東部の原生の森。一歩踏み込むと落ち葉の匂

栃木県市貝町はサシバの国内有数の生息地域。その市貝町で無農薬・無化
学肥料・除草剤不使用で栽培された小麦を使用したうどんです。収穫後の
小麦は有機小麦専門の製麺所で加工しています。

絶滅危惧種サシバの環境に配慮して栽培

サシバの里の里山うどん細麺セット
￥2,160 710343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。

絶滅危惧Ⅱ類に指定されている、ハシボソガラス大の猛禽
類。春になると九州～本州に渡来します。里山に生息する
生き物を餌とし、里山環境の指標となる野鳥です。

ラムサール条約登録湿地・志
し づ が わ

津川湾より
南三陸の志津川湾は昨年、ラムサール条約に登録されました。ここ
は国の天然記念物であり、絶滅危惧種に指定されているコクガンの
越冬地ともなっています。自然豊かな志津川湾は、「西の明石・東の
志津川」と呼ばれるタコの産地。カキについては、持続可能で環境に
配慮した漁業に与えられるASC認証を日本で初めて取得していま
す。無添加でつくられた素材そのものの味をお楽しみください。

タコとカキのアヒージョセット
￥1,390 
■内容量：(タコ)85ｇ、（カキ）97ｇ　■原材料：（タコ）南三陸町産
タコ、オリーブオイル、にんにく、唐辛子、（カキ）南三陸町産カキ、オ
リーブオイル、にんにく、唐辛子　■賞味期限：製造より1年2ヶ月　
■南三陸おふくろの味研究会

710286商品番号

数量限定new!

サシバ
って？

たわわに実るみかん畑

野鳥が生息する多くの環境は、人の食べ物を生産する場と重なることがあります。
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。

詳しくは
P.17を

ご覧ください

野鳥の暮らしと人の暮らし
みかんチップス
￥540 

もみじ茶
￥700 

■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
※パッケージが変わる場合が
ございます。

■内容量：ティーバッグ 7ｇ
　（1g×7包）
■原材料：モミジ葉
■賞味期限：製造より1年半
■もみじかえで研究所

710100商品番号720304商品番号

全国有数のみかん生産地、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。普通のドライフ
ルーツとは違う、サクサク、パリパリな食
感と、濃縮された甘みと香りが広がりま
す。砂糖やオイル等の添加物は不使用。
※残留農薬検査済（227項目未検出）

アトリ科の野鳥たちは、ペンチのような
クチバシで上手にモミジの種を食べ、シ
ジュウカラは器用にぶらさがり、種のプ
ロペラ部分をはがして食べます。そん
な日本の野鳥たちも利用するモミジの
お茶です。岐阜県にある「もみじかえで
研究所」ではイロハモミジを無農薬で
栽培しており、岐阜県を代表する白川茶
の製法で加工し、モミジ葉をお茶に仕立
て上げています。適度な酸味と旨みが
あり、色味も美しい、この季節にぴったり
のお茶です。

リサイクルウールの
手編みミニ・ソックス
アソートカラー（1個）



ウ
エ
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ソールラック ウォーム
￥1,100 
■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（P.22）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

ウ
エ
ア

オリジナル
日本野鳥の会

※価格は全て税込（10％）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/

バードウォッチング長靴は干潟など地面が柔らかい場所で使用する
ことを想定して開発された商品のため、路面がかたい地面で長時間
歩くと疲れやすいです。そこで！かかとから土踏まずにかけて硬めの
パネルが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
中敷きを開発しました。サイズがあえば、他の靴とも併用できます。

バードウォッチング長靴に、ご要望の多かった子ども用サイズがつい
に登場しました！色はブラウン（子スズメ）とメジロ（子メジロ）です。
バードウォッチングやアウトドア、雨の日などに親子でお揃いでいか
がですか？

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￥1,650 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

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 ！

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。

オリジナル
日本野鳥の会

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。

 徹底　析解

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。

足型サイズと
足入れサイズ

バードウォッチング 長靴 ブラウン 
各 ￥4,840 
 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

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

水
辺
の
観
察

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
大きめのサイズをおすすめ
しています。

バードウォッチング
長靴

■素材：天然ゴム（裏地はナイロン）　■重さ（約）：460ｇ（26ｃｍ片足）　■タイ製（一部中国製）
■簡易収納袋（グリーン）、コードロック付　■アトム　※鋭利な岩場等での使用には適しません。
※足首が細いつくりのため通常のサイズより1サイズ大きめをおすすめします。

長靴各部位のサイズ（単位：ｃｍ）

サイズ     ふくらはぎ    周囲 　足首周囲 　高さ

ＳＳ 33 26 43

Ｓ 35 26.5 43

Ｍ 37 27.5 44

Ｌ 38 28 45

ＬＬ 39 29 45.5

３Ｌ 41 30 45.5

４Ｌ 42 30 46

A B C

A

B

C

バードウォッチング
長靴 グリーン 
各 ￥4,840 
 SS （23.0cm） 479200
 S （24.0cm） 479201
 M （25.0cm） 479202
 L （26.0cm） 479203
 LL （27.0cm） 479204
 3L （28.0cm） 479205
4L （29.0cm） 479206

商品番号

バードウォッチング
長靴 カモフラージュ 
各 ￥5,940 
 SS （23.0cm） 479210
 S （24.0cm） 479211
 M （25.0cm） 479212
 L （26.0cm） 479213
 LL （27.0cm） 479214
 3L （28.0cm） 479215
4L （29.0cm） 479216

商品番号

バードウォッチング
長靴 グレー 
各 ￥4,840 
 SS （23.0cm） 479270
 S （24.0cm） 479271
 M （25.0cm） 479272
 L （26.0cm） 479273
 LL （27.0cm） 479274
 3L （28.0cm） 479275
4L （29.0cm） 479276

商品番号

バードウォッチング
長靴 メジロ 
各 ￥5,940 
 SS （23.0cm） 479230
 S （24.0cm） 479231
 M （25.0cm） 479232
 L （26.0cm） 479233
 LL （27.0cm） 479234
 3L （28.0cm） 479235
4L （29.0cm） 479236

商品番号

グリーン
カモフラージュ

メジロ グレー

カラーバリエーション

オリジナル
日本野鳥の会

バードウォッチング長靴を街中で使用する方におすすめ

寒い季節でもバードウォッチング長靴を快適に！
オリジナル
日本野鳥の会

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

オリジナル
日本野鳥の会new!バードウォッチング長靴

各￥4,840 子スズメ（3S 21.0cm）
子メジロ（3S 21.0cm）

479510商品番号

479511商品番号

■素材:天然ゴム（裏地はナイロン）
■サイズ(約)：ふくらはぎ周囲31cm、足首周囲22cm、
高さ31.5cm

■重さ(約):365g（片足）　■タイ製
■簡易収納袋（グリーン）、コードロック付　■アトム

Kid's Birdwatching Boots
待望のこども用バードウォッチング長靴ができました！

new!

モデル身長：約117cm モデル身長：128cm



ウ
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バードウォッチング
長靴収納袋
各 ￥1,870 SS・S・M用 303070商品番号

L・LL・3L・4L用 303071商品番号

ヒヨドリ チュウシャクシギ
A B C D

バードウォッチング長靴を使用した後は、靴下も湿ってしまうことがあ
ります。そこで、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。さらに、土踏まずを持ち上げ、ふくらはぎに段階
着圧を採用しており、長時間歩行等、足への負担を軽減します。

■サイズ（約）：56～58ｃｍ（頭周り）　■素材：アクリル
100％　■ニット帽：中国製　■刺繍：日本　※刺繍写真はイ
メージです。細かい刺繍になりますので、写真と異なることが
ありますがご了承ください。

シマフクロウ刺繍付き ニット帽  ネイビー
￥3,520 410083商品番号

はめたまま図鑑のページをめくることができるアウトドアグローブ

寒い中でのバードウォッチングには暖かい帽子をかぶってしっかり防寒！

撥水加工、帯電防止加工付きネックウォーマー 日本野鳥の会のオリジナル刺しゅうキャップ

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

■素材：綿　■サイズ(約)：周囲54～62cm　※背面ベルトで調節可
■イラスト：シルぶん工房 マツモトユミコ

オリジナルキャップ　シマアオジ
￥3,080 409200商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

ウ
エ
ア

バードウォッチャーのための、機能
性靴下シリーズ。野鳥にあわせた
カラーデザインはここだけ！

■サイズ（約）:56～60cm　■素材：アクリル　■中国製

オリジナルニット帽「ケアシノスリ」
各 ￥3,520 410084商品番号 410085商品番号B ブラウンA ネイビー

■サイズ(約)：14×60cm　■重さ(約)：16ｇ　■素材：20デニール・ナイロン・タフ
タ［超耐久撥水加工・帯電防止加工］　中綿：650フィルパワー・ダウン　■モンベル

モンベル　ダウンネックウォーマー(男女兼用)
各￥2,420

441952商品番号

441954商品番号

441953商品番号

441955商品番号

B ブルー×グリーン
D ピンク×パープル

A ブラック×ネイビー
C グレー×ブラック

背面

この他、ショート丈のドライ靴下は
バードショップオンライン 「Wild Bird」で販売中！

オリジナル
日本野鳥の会new!

※価格は全て税込（10％）表示です。 ※価格は全て税込（10％）表示です。 23バードショップオンライン 「Wild Bird」 ▶ https://www.birdshop.jp Wild Birdスタッフブログ  http://wildbird.seesaa.net/22

■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
※洗濯の際は中性洗剤を使用してください。乾燥機の使用はお控えください。

■素材：ウール、ポリエステル、ポリウレタン、コットン、ナイロン　■日本製 

バードウォッチング靴下メリノ   
各 ￥1,980

バードウォッチング靴下
ドライ サポート　
各 ￥1,980

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） 

A ヒヨドリ（紳士用） L（25～27cm） 
B ヒヨドリ（婦人用） M（23～25cm）
C チュウシャクシギ（紳士用） L（25～27cm）
D チュウシャクシギ（婦人用） M（23～25cm） 

441824商品番号

442200商品番号

441826商品番号

442202商品番号

441825商品番号

442201商品番号

441827商品番号

442203商品番号

メリノウール
使用

CA B D

長靴付属の収納袋は、防水生地ではないため汚
れた長靴の収納には不向きでした。そこで、防水
生地の収納袋を開発！開口部が広いため、長靴の
底に触れることなく収納できます。袋の上をくる
くると巻いて閉じれば完了です。

■容量(約):（SS,S,M用）7リットル（L,LL,3L,4L用）10
リットル　■素材：ナイロン　■中国製　※完全防水で
はありません。手洗い（洗濯機不可）。

バードウォッチング靴下メリノ   オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

あたたかさは冬の北海道で検証済！

サラッと感がすぐにもどってくる靴下

段階着圧！

手が汚れないラクラク防水収納袋。エコバッグにも！

❷

❶

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。

スナップボタンでらくらく着脱！リバーシブルで使えます。

Bマーク付き！

S M L

オリジナル
日本野鳥の会

　
　アウトドアグローブ
　野鳥Ⅱ（2色セット）
各 ￥1,320

A

S 441590商品番号

M 441591商品番号

L 441592商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

　
　アウトドアグローブ
　パステル（２色セット）
各 ￥1,320

C

S 441382商品番号

M 441383商品番号

L 441384商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

　
　アウトドアグローブ
　（2色セット）
各 ￥1,320

D

S 441361商品番号

M 441362商品番号

L 441363商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

　
　アウトドアグローブ
　野鳥（2色セット）
各 ￥1,320

B

S 441301商品番号

M 441302商品番号

L 441303商品番号

イヌワシ

ツバメ

各￥

イヌワシ

ツバメ

シマアオジ

M LS

Bマーク付き！

■内容：イヌワシブラウン、ツバメネイビー
　各1双入り ■内容：ピンク、オレンジ各1双入り

■内容：迷彩、カーキ各1双入り■内容：シマアオジ、サンコウチョウ
　各1双入り

■　　  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

サンコウチョウ

C DA B

ツグミ

ゴイサギ

❸袋の上をくるくるとまいて…

収
納
完
了

A

B

❹

モデル：頭周り57cm



バードウォッチングに

おすすめ
観察グッズ

■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）
￥1,885 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）

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。

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。

野鳥だって甘い果物が大好き窓ガラスに貼って野鳥の衝突事故を防ごう

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。

野鳥と水場
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）～

ひと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。

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］ 
野鳥の多くは動物食であり、特に春から夏の子育ての期間、小鳥
の多くは虫を主食にしています。自然界に食物が豊富な春～夏に
かけては、バードフィーダーを置くのは控えてください。

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

バードフィーダーは清潔に、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。
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。
フィーダーを設置する際のご注意について詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.wbsj.org/nature/infection/birdfeeder/index.html

フィーダーと巣箱を設置する際のお願い

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/

野鳥たちに
水場を。

巣
箱
・
餌
台

オリジナル
日本野鳥の会

当
会名誉会長柳生博

も
使っています 　

 

在庫限りで終了。
今後再販売の予定はありません。

果物フィーダーⅡ
￥2,200 201581商品番号

■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。

オリジナル
日本野鳥の会数量限定

■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。

来
き ま ち い し

待石バードバス
￥14,300 小型 206262商品番号 ￥19,360 中型 206263商品番号

24 ※価格は全て税込（10％）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
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あの鳥ナニ？と思ったらパッと開ける

マジックテープで
開閉が楽！

■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￥1,485
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 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。

当会の図鑑「フィールドガイド日本の野鳥」（P.12）がすっぽり収まる持ち運びに便利なカバー
です。本を取り出す手間を省き、すぐにページを開くことができます。カバーは撥水加工、ペン
差し付き。内ポケットは薄いポケットサイズの手帖や本を差し込む用途などでご活用ください。

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。

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。

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 
￥880 
■サイズ（約）：18×9cm（カバー外寸）

野鳥チェックリスト
（詰替用）Ⅱ
￥220 

フィールドノート
（詰替用）Ⅱ
￥440 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

コクヨ製・測量野帳のオリジナルモデル 観察記録がいつか思い出に…

絵日記風の観察ノート

※図鑑を使用しないとき
は、マジックテープでホル
ダーを閉じて使用してく
ださい。図鑑が落下する
危険があります。

■サイズ(約):縦20.5×横14×厚み2cm、紐の全長：130cm（調整可
能、取り外し可）ペン入れ直径：1.2cm　※増補改訂新版「フィールドガイ
ド日本の野鳥」が収まるサイズです。
■内ポケット付　■素材：(表地)ポリエステル
※図鑑は別売です。　※図鑑をセットする向きにご注意ください。

肩がけブックホルダー
（フィールドガイド日本の野鳥用）
￥2,090 651009商品番号

※図鑑を使用しないとき
は、マジックテープでホル
ダーを閉じて使用してく

観察日時などの
記入欄付の無地
ページと、5mm
の方眼が見開きに

つばめかんさつノート
￥396　 

■A5判、30枚　■ツバメノート

603701商品番号

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。　

ツバメのための巣箱

Swallow-box（スワローボックス）
（組立キット）

￥2,970 
■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。

200104商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会 オリジナル

日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

C アホウドリ3冊セット 
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■サイズ（約）：（使用時）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

7075タフキュービック
チェア・ワイド
￥3,630 304582商品番号 ■サイズ（約）：（使用時）座面33×28cm

　高さ❶42、❷52、❸61cm
■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

エアライト・
１ポールシート
￥5,170 304583商品番号

■サイズ（約)：（使用時）34×34×47.5cm
　（収納時)直径10×高さ37.5cm
■重さ(約)：650g　■耐荷重目安：90㎏
■素材：（フレーム）6061アルミ
（生地）ポリエステル（PUコーティング）
■収納袋付　■ロゴス

エアライト
トリポッドチェア
￥3,850 304584商品番号

携帯性抜群！ 持ち運びできるチェア

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。ザックのボトルホルダーにも入りま
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。

カメラ撮影などがしやすい適度な高さ。安定
感のある脚で、パッと広げて使用できます。
高さ調整はありません。

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。

収納力抜群の多彩なポケットは、フィールドで重宝します！

座面は広く座り心地◎ カメラ撮影におすすめ

1
2

33段階

収納時

※
写
真
は
❸
の
高
さ
で
使
用

収納時

1本足で高さ調整可

（共通）モデル身長：167cm

26 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（10％）表示です。 27
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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

A4サイズ
会誌「野鳥」ファイル
￥1,100　　 606821商品番号

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 
￥18,480 
■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　■Bluetooth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 
￥4,169 
■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.15)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 OLYMPUS 
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

野鳥の声を録音する、コンパクトなボイスレコーダーバードウォッチングで活躍する多機能ベスト

樹脂製で手が冷たくならない！
便利なカラー・カウンター

会誌「野鳥」を
まとめるファイル

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）

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

￥2,200 100181商品番号

2倍

5倍C

BA

トコロジスト（P.13）の著者「箱田敦只」が
おすすめするルーペ

オリジナル
日本野鳥の会

ワンタッチで
双眼鏡を着脱

ポケット
たくさん

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。

ホルスター型 クビラックⅢ 
￥5,217 
■素材：ポリプロピレン、牛革
■重さ（約）：170g　■日本製

ホルスター型 
クビラックⅢ

※双眼鏡は含まれません。

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

103331商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

カラー・カウンター 
各￥1,430 

■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

B ブルー  
C グリーン  

608180商品番号

608181商品番号

両目で見られる

薄暗いときにはとても重宝。
図鑑を読むときも便利です！

モンベル ネイチャーガイドベストグリーン(男女兼用)
各 ￥14,190

■サイズ：（XS/S）：身長150～165cm（M/L）：身長165～175cm （XL/2XL）：身長
175～185cm　■重さ(約)：431g　■素材：バリスパンR[ナイロン〈超耐久撥水加
工〉]　■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

XS/S 441956商品番号

XL/2XL 441943商品番号

M/L 441942商品番号

前面

背面B6サイズの
ノートが
入ります。 サイズ調節可能です。

大きな
バックポケット

数量限定


