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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

2019

カタログ有効期限 2019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。

水鳥グッズ
　　新作でました

「千人の森」2019

アカコッコ　撮影：戸塚 学

P.2

野鳥トランプ P.19 CD「BIRD SONGS」P.13

バードアイランド三宅島へ行こう！特集 P.4～5

水鳥グッズ
　　新作でました
水鳥グッズ
　　新作でました

「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。

量販店では難しい、双眼鏡や望遠
鏡の“見くらべ”ができます。
光学機器購入者向けの探鳥会も
行っています。

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
トカードをお持ちの方限定のイベ
ントも開催しております。

ポイントカードでお得！
　　　イベント情報もお届け！

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。

初心者におすすめ
スターターセット P.30



特集千人の森

32

「千人の森」2019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

Tシャツ「千人の森」2019（寄付つき） 
各￥3,166

男女兼用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈
XS 57 42 15
S 63 47 18
M 68 52 22
L 72 55 22
2L 75 60 23
3L 80 60 23

婦人用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈
S 61 42 15
M 64 45 16
L 64 48 17

（単位：cm）

※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枚でヤマメ約2匹を
いけすに入れることができ、
1000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カ月、シマフクロウ
　ひとつがいとヒナ1羽に必要なエサ約100kg。

モデル身長156cm（XSサイズ着用）

モデル身長170cm（Mサイズ着用）

モデル身長158cm（Lサイズ着用）

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

寄付
つき

シリアル
ナンバー付き

1,000枚
シマフクロウひとつがい
とヒナ1羽のエサ

Tシャツご購入で、
あなたもシマフクロウを守る1人。

河川改修や砂防ダムの設置により、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、河川環境改善に取り組みつつ、野鳥
保護区に設置したいけすに魚を補充し、繁殖
期の餌不足を補っています。

シマフクロウが営巣
できる大木は原生林
の減少と共に激減し
ています。森を守り育
てると同時に、繁殖を
助けるための巣箱を
設置し、2017年春に
幼鳥が巣立ったのを
確認することができ
ました！

野鳥保護区内にある
伐採跡地に地域産の
広葉樹を植樹しまし
た。中には3～4ｍに
成長した木もありま
す。シマフクロウが利
用できるまでは100
年以上の年月が必要
で、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。

「千人の森」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活用させていただくキャンペーンです。
今までの皆さまのご支援により、以下のような活動ができました。

A

サンドカーキ
（男女兼用）

B

チャコール
（男女兼用）

C

ヘザーグレー
（婦人用）

A サンドカーキ

XS

2L
3L

421304商品番号

421308商品番号

421309商品番号

S 421305商品番号

M 421306商品番号

L 421307商品番号

（男女兼用）
B チャコール

XS

2L
3L

421311商品番号

421315商品番号

421316商品番号

S 421312商品番号

M 421313商品番号

L 421314商品番号

（男女兼用）
C ヘザーグレー

S 421291商品番号

M 421292商品番号

L 421293商品番号

（婦人用）

翼を広げると約180cmにもなる世界最
大級のフクロウ。絶滅の恐れが最も高い絶
滅危惧ⅠA類に指定。

※画像は記録用にセ
ンサーカメラで撮
影したものです。

いけすに魚を補充
するレンジャー

いけすの魚を捕まえたシマフクロウ

巣立ち後の巣箱入り口に足跡がついていた 柳生博会長とケヤマハンノキ

木にとまって獲
物を探すシマ
フクロウ
／Haruki

ヤマメを食べ
るシマフクロウ
のヒナ
／村上康成

千 人 の 森

いけすへの
　　　魚の補充

巣箱の設置 植樹と管理
2016～2017年 2011～2012年

2018年・2013～2015年

Tシャツを着てシマフクロウについて知る、広める、守る。

20 1 9

購入者特
典 Tシャツ同封チラシに

シマフクロウの鳴き声
を再生できるリンク先を掲載します！
※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。

2018年・2013～2015年

※価格は全て税込表示です。

ご要望にお応えして、
XSサイズと3Lサイズ
をつくりました！



東京から南へ180km、伊豆諸島にある三宅島。周囲38kmの島には、島ならではの野鳥、
豊かな海の生き物、火山島の景観等、多くのみどころが詰まっています。

特に春から夏にかけては、バードウォッチングのベストシーズン！ぜひ足を運んでみませんか？

タオルハンカチ
アカコッコ
￥756 冠

カンムリウミスズメ

海雀せんべい
￥1,980 ■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　※お届けは
4月中旬以降になります。

■内容量：3枚×4袋
■原材料：小麦粉、卵、砂糖、
　ベーキングパウダー
■賞味期限：製造より3ヶ月
■株式会社 鳥

407004商品番号

710285商品番号

三宅島のあしたば味噌汁
5袋入り
￥850 
■内容量：8.2g×5袋
■原材料：米みそ、明日葉、 
　大根、かつお昆布だし、
　酵母エキス
■賞味期限：製造より1年　
■三宅島観光協会

710134商品番号

三宅島のあしたばカレー　2箱セット
￥1,140 
■内容量：180g×2箱　■原材料：野菜・果実（玉ねぎ、明日葉、生姜、人参、
にんにく、ココナッツ）、ルウ（小麦粉、動物油脂）、リンゴピューレ、ウスター
ソース、ビーフペースト、ビーフエキス、カレー粉、砂糖、チャツネ、食塩、動
物油脂、マーガリン、醤油）、着色料、酵母エキス、pH調整剤、甘味料、酸味
料、香料　■賞味期限：製造より1年半　■三宅村商工会女性部

710135商品番号 あしたば炊きこみごはんの素　2袋セット
￥1,040 
■内容量：95g（2合用）×2袋　■原材料：明日葉、たけのこ、醤油、発酵調
味料、ごま、こんぶ、醸造酒、砂糖（原材料の一部に大豆、小麦を含む）■賞
味期限：製造より半年　■三宅村商工会女性部

710137商品番号

岩のりうどん　3袋セット
￥2,200 
■内容量：300g（3人前）×3袋
■原材料：小麦粉、岩のり（三宅島産）、食塩
■賞味期限：製造より1年　■民宿遊
※原材料の岩のりに貝・甲殻類が混ざること
　があります。

710278商品番号

三宅島の
明日葉粉末
￥648 
■内容量：30g
■原材料：明日葉
■賞味期限：1年2ヶ月
■西野農園

710142商品番号

日本固有種で、伊豆諸島
などの限られた場所で
観察できるアカコッコ。
くりっとした目に、赤と黒の
配色がおしゃれなアカコッ
コをハンカチにしました。

明日葉のシャキシャキ食
感が嬉しいお味噌汁。フ
リーズドライになってい
るので、お湯をそそぐだ
けですぐに飲めます。

明日葉と数種類のスパイスを使用した、レトルトカレー。明日葉が
香るスパイシーなカレーです。

水、お湯、牛乳などに溶
かして飲むほか、パンや
ケーキ生地に混ぜて食べ
ることもできます。農薬
不使用、明日葉100％の
粉末です。

日本近海にのみ生息してい
るカンムリウミスズメは、絶
滅の恐れが高い海鳥。三宅
島周辺でも見ることができ
ます。そんなカンムリウミス
ズメの焼印が入った、ほんの
り甘くなつかしい味のおせ
んべいです。

明日葉やたけのこなど、具材たっぷりの炊きこみご飯の素。醤油
の味つけで誰でも食べやすい味です。

三宅島の岩のりを使ったうどんです。ほ
んのりと磯の香りがし、食べやすい細め
の麺です。

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

三宅島へ行こう！
バードアイランド　 三宅島といえばこれ！？

アカコッコ、イイジマムシク
イなど島ならではの野鳥が
見られます。野鳥の生息密
度が高いため、人と鳥の距
離が近いことも魅力。

黒潮により南方系の海水
魚が見られ、サンゴの種
類も豊富です。多様な生
きものを育む海は、ダイ
ビングスポットとしても
有名！

富士火山帯に含まれる火山
島。火口湖「大路池」をはじ
め、火山島独特の地形が随所
で見られ、自然のエネルギー
を感じます。

バードアイランド
三宅島！ 豊かな

海のいきもの！
黒潮により南方系の海水
魚が見られ、サンゴの種
類も豊富です。多様な生
きものを育む海は、ダイ
ビングスポットとしても
有名！

で見られ、自然のエネルギー

離が近いことも魅力。

三宅島　モデルコース　野鳥 検 索

モデルコース紹介中！

三宅島自然ふれあいセンター　アカコッコ館
開館：9：00～16：30／休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）／入館料：200円
【アカコッコ館】 URL:http://park10.wakwak.com/̃miyakejima/
 TEL：04994-6-0410

【自然のことならアカコッコ館へ！】

三宅島を代表する鳥
アカコッコのタオルハンカチ

明日葉たっぷりのお味噌汁！

ほんのりスパイシーな明日葉カレー

明日葉で毎日元気

混ぜて炊くだけ！の炊きこみご飯

三宅島の手摘み岩のり使用

三宅島周辺でも見られる！
カンムリウミスズメ

おまけ
付き！

日本野鳥の会の　
レンジャーが　
お待ちしています！

水、お湯、牛乳などに溶

明日葉で毎日元気

明日葉の食品

「今日摘んでも明日には新しい芽が出る」と言われるほど
生命力が高く、栄養たっぷりな植物。

お湯をそそぐだけ！

寒い冬の海で漁師が手
摘みした岩のりを使用し
ています。

※箱に入れてのお届けです。ペーパークラフト

アカコッコのタオルハンカチ



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 ￥4,752 
 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

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

水
辺
の
観
察

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
水生地の収納袋を企画しました！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。

汚れた長靴を気にせず収納できる袋！

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）
■ドローコード付　■アトム　■鋭利な岩場等での使用には適しません。　■付属の収納袋の色はグリーンです。
※足首が細いつくりのため通常のサイズより1サイズ大きめをおすすめします。

長靴各部位のサイズ（単位：ｃｍ）

サイズ     ふくらはぎ    周囲 　足首周囲 　高さ

ＳＳ 33 26 43

Ｓ 35 26.5 43

Ｍ 37 27.5 44

Ｌ 38 28 45

ＬＬ 39 29 45.5

３Ｌ 41 30 45.5

４Ｌ 42 30 46

A B C

A

B

C

バードウォッチング
長靴 グリーン 
各 ￥4,752 
 SS （23.0cm） 479200
 S （24.0cm） 479201
 M （25.0cm） 479202
 L （26.0cm） 479203
 LL （27.0cm） 479204
 3L （28.0cm） 479205
4L （29.0cm） 479206

商品番号

バードウォッチング
長靴 カモフラージュ 
各 ￥5,832 
 SS （23.0cm） 479210
 S （24.0cm） 479211
 M （25.0cm） 479212
 L （26.0cm） 479213
 LL （27.0cm） 479214
 3L （28.0cm） 479215
4L （29.0cm） 479216

商品番号

バードウォッチング
長靴 グレー 
各 ￥4,752 
 SS （23.0cm） 479270
 S （24.0cm） 479271
 M （25.0cm） 479272
 L （26.0cm） 479273
 LL （27.0cm） 479274
 3L （28.0cm） 479275
4L （29.0cm） 479276

商品番号

バードウォッチング
長靴 メジロ 
各 ￥5,832 
 SS （23.0cm） 479230
 S （24.0cm） 479231
 M （25.0cm） 479232
 L （26.0cm） 479233
 LL （27.0cm） 479234
 3L （28.0cm） 479235
4L （29.0cm） 479236

商品番号

グリーン
カモフラージュ

メジロ グレー

カラーバリエーション

バードウォッチング長靴は、折りたたんで持ち運びができることと、干潟な
ど地面が柔らかい場所で使用することを想定し開発されました。そのた
め、街中などで長靴を使う方から「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」というご意見をいただくことがあります。そこで、20種
類以上のインソールをテストし開発した商品です。街中の硬い路面での使
用が多い方におすすめです。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（M用・片足）　■台湾製

■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）。

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

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

サポートタイプが新登場！サラッと感がすぐにもどってくる靴下

収納できました！

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/

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、速乾性を実現しました。ドラ
イサポートは、従来の速乾性はそのままで、土
踏まずを持ち上げ、ふくらはぎに段階着圧を採
用。長時間歩行等、足への負担を軽減します。

ツバメ

ヒヨドリ チュウシャクシギ

キクイタダキ

C D

終日バードウォッチング長靴
を履いた後、５分置きに靴下
の重量を量り水分量がどれく
らいのスピードで減るか調べ
ました。綿100％の靴下と
バードウォッチング靴下ドラ
イを比較したところ、バード
ウォッチング靴下ドライの方
が10分も早く乾燥しました。

スタッフによる

靴下の水分量変化

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 　5   10  15  20  25   30

BW靴下ドライ
綿100％靴下

バードウォッチング
長靴収納袋
各 ￥1,836 SS・S・M用 303070商品番号

L・LL・3L・4L用 303071商品番号

時間（分）

単位：g

■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 ドライ サポート　
各￥1,944
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） 

442200商品番号

442202商品番号

442201商品番号

442203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

A B

A B

C D

C D

実 証 実 験

汚れた長靴をそのまま入れる。 袋の上をくるくるとまいて…

❹❷

❸

❶



ツバメのねぐらを切り絵で表現したTシャツができました。

つばめかんさつノート
￥389 

■ サ イ ズ(約)：(使 用 時)11×11×
11cm、(収納時)21×11×1.2cm　■重
さ(約)：86g　■点灯時間(約)：(弱)72
時間、(中)42時間、(強)10時間　■使用
電池：リチウムポリマー電池(約500回繰
り返し充電可　■ランドポート

■A5判、30枚　■ツバメノート

603701商品番号

折りたためるソーラーライト ねぐらを見ながらおやつタイム

キャリー・ザ・サン
各￥4,104 103565商品番号A ホワイト

103566商品番号B ブラック

■内容量：70g　■原材料：水稲もち米(新潟県産)ほか、（原材料の一部に、
乳、大豆、添加物含む、C は小麦、大豆、ゼラチン、鶏肉も含む）　■賞味期限：
製造より150日　■フォーワテック・ジャパン

HIEN　黒米ライスクラッカー
各￥702 720338商品番号A チョコレート＆ストロベリー

720339商品番号

720340商品番号

B ヨーグルト＆レモン
C カレー&チーズ

9フィールドマナー  さ  … 採集は控えて自然はそのままに8

ツバメの
ねぐら入りを見に行こう！

ツバメのねぐらを切り絵で表現したTシャツができました。

ねぐら入りねぐら入りねぐら入りねぐら入りねぐら入りねぐら入り
ツバメは春から夏にかけて、日本へ子育てのために渡ってくる渡り鳥です。
子育てが終わり、また旅立つまでの間、日中はご飯をたくさん食べて渡りの準備をし、
夜になると河川敷などに集結し、集団で休みます。

　夕暮れ時に、河川敷のヨシ原に集ま
るツバメ。その背後には私たちの暮らし
の灯りや、ツバメを見守る人が描かれて
います。
　まんなかには「もう寝ちゃった？」を表
す英文。もう寝た？と声をかけるほど、
私たちにとって身近なツバメが、いつま
でも安心して眠れるよう見守っていき
たいという気持ちをこめて。

夜の観察に必須の懐中電灯。重い、かさばる、そんな悩みを解消し
てくれる、折りたためるソーラーライトです。ぺたんとたためるので、
バッグに収納することも、カラビナでバッグに吊るして日中のうちに太
陽光で充電することもできます。

ツバメマークがかわいい
HIENのお菓子は、新潟県燕
市でつくられた古代米「紫
宝」をつかったお菓子。燕市
の田んぼで、生きものが安心
して暮らせるよう、減農薬に
つとめてつくられたお米で
す。2種類の違う味・食感のあ
られが入っているので、混ぜ
合わせて食べられます。

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。ツバメの
子育ての様子、ねぐらの様子を記録してみ
ませんか？

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です。

シールとしても、ア
イロン接着でも使
える刺繍ワッペンで
す。お気に入りのも
のにつけて、身につ
けてみませんか？

男女兼用
サイズ 着 丈 身 幅 袖 丈
XS 57 42 15
S 63 47 18
M 68 52 22
L 72 55 22
2L 75 60 23 （単位：cm）

A 紺 XS 420001商品番号 S 420002商品番号 M 420003商品番号

L 420004商品番号 2L 420005商品番号

B 白 XS 420011商品番号 S 420012商品番号 M 420013商品番号

L 420014商品番号 2L 420015商品番号

C 赤 XS 420021商品番号 S 420022商品番号 M 420023商品番号

L 420024商品番号 2L 420025商品番号

D グレー XS 420031商品番号 S 420032商品番号 M 420033商品番号

L 420034商品番号 2L 420035商品番号

Tシャツ「ツバメのねぐら」
各 ￥3,240

■素材：綿　■ボディ：中国製
■プリント：日本　■イラスト：mimoe

左から、183cm(Lサイズ着用)､156cm(Sサイズ)､
160cm(Mサイズ)､168cm(Mサイズ着用)

4段階の点灯モードが選べます

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

A 紺

B 白

C 赤

Dグレー

みんなで

Tシャツを着て、

ツバメのねぐら入り

を見に行きま

せんか？

ツバメのねぐら入りを見に行くには？

全国のツバメのねぐらを紹介して
いるパンフレットです。ねぐらの場
所やピーク時期、見どころのほか、
ツバメの解説も掲載しています。
お近くのねぐらに出かけてみてく
ださい！

7月以降になると、全国で「ツバ
メのねぐら入り観察会」が開催さ
れます。いきなり自分で行くのは
不安…という方は、ぜひ参加して
みてください！

★2019年版は、7月初旬に更新されますツバメのねぐらマップ 検 索

ツバメのねぐら入り観察会　野鳥の会 検 索

「ツバメのねぐらマップ」をもらおう 観察会に参加しよう

ツバメを見たら、ノートに記録！ ツバメの図鑑ファイル 身につけるツバメ

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

603521商品番号

■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※詳しいご使用方法は、
商品付属の説明書をご覧ください。

刺繍ワッペン
各 ￥1,080

BA

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

ツバメは春から夏にかけて、日本へ子育てのために渡ってくる渡り鳥です。ツバメは春から夏にかけて、日本へ子育てのために渡ってくる渡り鳥です。ツバメは春から夏にかけて、日本へ子育てのために渡ってくる渡り鳥です。ツバメは春から夏にかけて、日本へ子育てのために渡ってくる渡り鳥です。

A

ホワイト

A チョコレート＆ストロベリー B ヨーグルト＆レモン C カレー＆チーズ

B

ブラック

ベルトは
2種類

街灯りや、数羽のツバメの瞳は蓄
光でプリント。暗闇でほんのり光
ります。

▲デザインは、イラストレーター・切り絵作家のmimoeさん

A

B

C

※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 03-5436-2636

大好評アウトドアグローブ！ リピーター続出中

■　　  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

MM

優れたグリップ力で手袋をはめたまま図鑑をめくれます

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

＜シマアオジ＞

S

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 B C

ピンクのみ
在庫限り

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！

かつて、北海道各地の草原で繁殖していた渡り鳥、シマアオジは透明な美声でさえずるスズメ
サイズの小鳥です。１９７０年にサロベツ湿原で行なわれた調査では、シマアオジはもっとも数
の多い種でした。しかし２０１６年、環境省が北海道内で過去にシマアオジの繁殖記録があった

場所で調査を行なったところ、サロベツ湿原でわずか３つ
がいの繁殖が確認できただけでした。現在、日本で繁殖
する野鳥のなかで最も国内絶滅の危機にある種の一つに
なり、絶滅危惧ⅠA類に指定されました。シマアオジを救う
ため、日本野鳥の会ではサロベツ湿原での生息状況を
調査し、2018年には25つがいの繁殖を確認しました。
また、渡りの中継地や越冬地を明らかにし、国際協力で保
護を行うために足環をつける調査などを行っています。

防臭機能のついたオリジナルタオル 厚手で丈夫な刺しゅう入りタオル

アウトドアや
スポーツに
ピッタリ！

日本野鳥の会で行っている「シマアオジ保全活動」
について詳しくは

オリジナルタグ付き。

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。 11
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紙は吸湿性が非常に高く、着心地も軽やかなた
め、高温多湿な日本の気候風土に適し、昔から親
しまれていました。通気性と吸放湿性に優れた紙
糸プラスTMを編み立てた、真夏でも涼しいハット
です。つばに形状記憶樹脂を入れており、つばの
形を自由に変えることができます。

軽くて涼しい。紙とコットンを組み合わせました。

きれいな鳥の刺しゅう入りキャップに新しくシマアオジができました

バードウォッチング中に出会えると嬉しい水鳥、カワセミをデザインし
たタオルハンカチです。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。

タオルハンカチ　カワセミ
￥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（今治タオル）　■デザイン：やぎさん工房　※お届けは4月中旬以降に
なります。

407005商品番号

オルなので、毎日使っても安心です。

背面

背面E

日本野鳥の会 シマアオジ保護 検 索

10

オリジナルキャップ   
各 ￥3,024

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

D ベージュ   
カワセミ

B ベージュ
C グリーン

アカアシチョウゲンボウ

E サンド   
キビタキ

409156商品番号

409151商品番号

409158商品番号

409157商品番号

A グリーン   　　　
シマアオジ

409200商品番号

数量限定

数量限定

背面B C

A

E
D

■素材：紙糸プラスTM（紙糸47%＋
コットン20%＋ポリエステル33%）
■サイズ：約54～60cm
※素材の性質上、洗濯後多少縮みが
生じることがあります。

KAMICO
ショートブリムハット
男女兼用
各 ￥4,104

421828商品番号A グレー

421829商品番号

421830商品番号

B オリーブ
C ブルー

紙の元になるのは農薬や肥料を一切使用しない
オーガニック原料のマニラ麻。3年ほどで成長す
るため環境負荷が軽く、自然環境で生分解され
て土に還ります。けばが少ない紙糸
の繊維形状が高い通気性を生み出
すため、暑い季節でも清涼感のある
快適な着心地。繊維にウォッシャブ
ル加工を施しているため、手軽に洗
濯することができます。

ＫＡＭＩＣＯ（カミコ）
BA C

C

背面D

B

A グレー



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.14）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。

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。識別だけにとどまらない豊富な情報にもかかわらず、野外で使用できる
サイズです。また、しおり紐が2本ついており活用しやすくなっております。

■著：高野伸二（増補改訂新版著：安西英明、叶内拓哉、
田仲謙介、渡部良樹、図版：谷口高司）
■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
￥3,888 000143商品番号

左右２つの耳を持つことで音を立体的に認識す
る人間の耳。この特性を生かし、人間の頭部モ
デルの耳に録音マイクを配置し、これを森の中
に置いて録音する方法をバイノーラル録音と
いいます。スピーカーから再生しても普通の録
音より自然に聞こえますが、イヤフォンやヘッド
フォンで聴くと、より臨場感のある声を聞くこと
ができます。

バイノーラル(binaural)録音とは？

原色　実用 野鳥おもしろ図鑑 
￥2,052 

　 
￥1,296 

■著：富士鷹なすび　■624種収録　■Ａ5判横、164ページ、フルカラー ■著：箱田敦只（日本野鳥の会普及室）　■四六判（約19×13cm）、256ページ

000280商品番号 000303商品番号

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

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

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！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

春から初夏、躍動の季節を迎えた日光。森の木々や空気と美しく調和した生き物たちの声を収めたＣＤ。
朝編は野鳥たちを中心に、夜編は蛙を中心に生き物たちの声が響き渡ります。環境音も含めて、野鳥やカエル、虫の声を1種ずつ収録しています。

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
※お届けは4月中旬以降になります。
※デザインが変わる場合がございます。

￥2,160 500241商品番号

バイノーラル録音による、臨場感ある生きものたちの声。

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。

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。

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 
■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

￥2,160 500240商品番号

主
な
収
録
種

B

厚さ5mm
ポケット
サイズ

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。

守りたい場所、好きな場所がある
みなさんへ

トコロジスト
自然観察からはじまる「場所の専門家」

鳴き声と自然の音色に癒される。CD「BIRD SONGS」第2弾！

シリーズ第1弾がまだの方はこちらも！

【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

「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、メダイチドリ、
 キョウジョシギなど

「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】 リュウキュウアカショウビン、カンムリワシ、
 イシガキヒヨドリ、オサハシブトガラス

「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、カネタタキ

「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

【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

「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

主
な
収
録
種

新発売！

フィールドガイド専用の
「肩がけブックホルダー」はP.17

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。
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本
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鳥
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声

■録音・編集：飯村孝文　■監修：松田道生
■収録：A 約71分、32トラック、B 約65分、55トラック　■日光自然工房

ＣＤ 日光 森の響き
各 ￥1,800 A 朝編 500995商品番号 B 夜編 500996商品番号

BA



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

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！フィールドガイド（P.12）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

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（P.12）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

実在する自動車整備工場がモデルになった絵本。工場に巣をつくったツ
バメの子育てと、その様子を応援する整備工場のおじさんのあたたか
な物語。多くの人に読んでほしいと、英文も併記されています。

虫や動物、日光や風にいつも狙われている葉っぱ。生き残るために毒
を持ったり、背丈を伸ばしたり、さまざまな知恵を働かせています。豊
富できれいな写真とわかりやすい解説が魅力。

花の色や形はさまざまで、花のレストランもいろいろあリます。誰で
も入れるファミレス型やお客さんを指名する会員型、香りだけで料理
が出ないレストランも。科学的なことがおもしろく学べる本。

「ヒナを拾ったんですけど…」毎年、当会に多く寄せられ
る質問です。地面にいるヒナを見つけた男の子に、ヒナ
が語りかけます。「ぼくの話を、聞いてくれる？」ヒナが語
る野鳥の自然の中でのくらし。巻末にはヒナのくらしQ
＆A付き。

ぼくとりなんだ
シール2種セット
￥540 605291商品番号

■サイズ（約）：19.5×7cm
■素材：紙
■内容：2種、各1枚

ぼくとりなんだ
一筆箋
￥432 605290商品番号

■サイズ（約）：17×8cm
■素材：紙
■内容：32枚つづり
　（2柄、各16枚）

アホウドリが減少した要因をご存知
ですか。一人の日本人の命を救い、
その後人間によって絶滅の危機に
瀕するアホウドリ。史実を元につく
られた、命の大切さを描いた物語で
す。幼稚園児から大人まで年代問わ
ずお楽しみいただけます。

あほうどり
￥1,404 005752商品番号

■作：せたたろう、絵：えがしらみちこ　■199×210mm、24ページ
■TOブックス

おじさんとつばめ
￥1,944 005751商品番号

■絵・文：まつどふみこ　■206×236mm、30ページ　■ニジノ絵本屋

ようこそ！花のレストラン
￥1,620 

ようこそ！葉っぱ科学館
￥1,620 005754商品番号005753商品番号

■写真・文：多田 多恵子　■Ｂ5横判、64ページ
■少年写真新聞社

■写真・文：多田 多恵子
■Ｂ5横判、48ページ　■少年写真新聞社

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

散歩中に道ばたに横に

なっているツバメを見

つけ、戸惑う我が子の助けになればと思い購入

しました。最後まで真剣な眼差しで絵本を見て

聞いていました。（30代 女性）　　　　　　

※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
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「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
￥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

♪

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！

本
・
映
像
・
鳥
の
声

子どもと学ぶ自然の世界

地面にいる一羽のヒナ。あなたはどうする？

野鳥と人との関係

大人も夢中になれる写真絵本

絵本特集！

読者の声

本
・
鳥
の
声



チェアグッズ鳥見に便利！ バードウォッチングに
おすすめ観察グッズ

樹脂製で手が冷たくならない！
便利なカラー・カウンター

■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
￥3,564 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
￥5,076 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
￥3,780 304584商品番号

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

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
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）

薄暗いときにはとても重宝。
図鑑を読むときも便利です！

携帯性抜群！ 持ち運びできるチェア

図鑑をすかさず確認できる

イスに変身！

マジックテープで
開閉が楽！

トコロジスト（P.12）の著者「箱田敦只」がおすすめするルーペ

ちょっと休憩…どこでも座れる“イス付き”リュック！

2倍

5倍

野鳥観察に持って行くチェア、どんなものをお持ちですか？
観察場所や滞在時間などに合わせると、選択肢が広がります！

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。

リュックをおろしてぱっと開けば、自分だけのイスができ上がり！生地は防水
仕様、メインポケットとサイドポケットは止水ファスナー仕様。背負っている
ときもイスのフレームが体に当たることはありません。イス部分とリュック

はファスナーで分けることもできるので、イ
スだけでの使用、リュックだけでの使用も可
能です。

イスパック ネオキャンバスプラス
￥18,144  

■素材：（本体）ＴＰＵコーティングネオキャンバス、
（フレーム）アルミ合金　■サイズ（約）：容量20Ｌ、
（イス折りたたみ時外寸）高さ49×幅33×奥行き
10cm、（イス使用時外寸）高さ42×幅33×奥行
28cm　■重さ（約）：1.7kg　■耐荷重目安：
100kg　■ジョーカー

304571商品番号

■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。

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。

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

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…

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

B

A

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

※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。

※
❸
の
高
さ

収納時

■サイズ(約):縦20.5×横14×厚み2(cm)
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

肩がけブックホルダー
（フィールドガイド日本の野鳥用）
￥2,052 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

1本足で高さ調整可

モデル身長156cm

裏表紙も
CHECK

（共通）モデル身長：167cm



数量限定

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
用
品

雑

　
　
　貨

美しいイラストの野鳥トランプに、水辺の鳥編ができました！

どっちが好き？タイプ別野鳥シール

野鳥シール
カラフルバード・
絶滅危惧の鳥たちセット
￥648 
■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

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
￥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

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

美しいイラストの下敷き 野鳥が飛びだすグリーティングカード

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

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　■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 
￥4,093 
■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.14)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

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。

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

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

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。

観察時、首にかかる負担を軽減できる、アイデア商品

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

本体の長さは
43～37cm
まで

調整可能

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　野鳥トランプ 
各 ￥1,404 

■素材：紙　■プラスチックケース入り
■イラスト：水谷高英　

トビダストリー4種セット 
￥2,036 
■内容：ユリカモメ、シジュウカラ、カワウ、ヨタカ（各1枚）、封筒（各1枚）　■サ
イズ（約）：（カード）10.5×14.5cm（封筒）11×16cm　■素材：紙　■イラ
スト：ユカワアツコ　■倉敷意匠計画室　■日本製

650337商品番号

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

身近なアイテムに
お気に入りの野鳥を貼って…

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

A 水辺の鳥　
B 山野の鳥　
  　 　

604993商品番号

604991商品番号

B

数量限定

ヨタカカワウシジュウカラユリカモメ

表紙で羽を休めてとまっている
野鳥が、開くと飛びだす仕掛け
付きカードです。ユカワアツコ
さんによる繊細な美しい絵はプ
レゼントにも喜ばれます。

54種の野鳥が各々のカード
に描かれています。イラストと
あわせ、「和名」「学名」「英名」
「全長」が記されています。

A 水辺の鳥
B 山野の鳥



鳥の家紋グッズ！鳥の鳴き声を教えてくれるてぬぐい

■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 ￥1,620 407022商品番号407021商品番号 B 黄A 灰

407023商品番号C 桃

てぬぐい「なきごえ手習帖」の新色・新柄ができました。
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ました。

鳥の鳴き声のてぬぐいに新柄登場！

B

A

C

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。

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

※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 ￥1,620 
A アカコッコ　
C 飛んでるカワセミ　
  　 　

A アカコッコ　
C カワセミ　
  　 　

B カンムリウミスズメ　
D キビタキ

B カンムリウミスズメ　
D キビタキ

607641商品番号 612339商品番号608109商品番号 610825商品番号

607830商品番号 610800商品番号607670商品番号 610730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

A
B

D
A

C

B

C D

■素材：樹脂、手採色　■サイズ（約）：2.5～4cm　■やぎさん工房

数量限定

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。

雑

　
　
　貨

雑

　
　
　貨

朝の目覚めはやっぱり野鳥の鳴き声で

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

掛け時計・四季の野鳥
　濃茶
￥21,600 609113商品番号

　ナチュラル
￥16,200 609114商品番号

※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。

YouTubeで
サンプル音声が聞けます！

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。

自然の
 音を 
楽しむ

季節や時間によって
　　の鳥の声が
変わる時計

季節や時間によって
　　の鳥の声が時報

B

A

重厚なウォールナット

ナチュラルな
イメージの
プラスチック枠

鳴き声の美しい鳥をてぬぐいにしました。

※価格は全て税込表示です。 2120 フィールドマナー  き  … 気をつけよう、写真、給餌、人への迷惑メールマガジン配信中!!   WildBird  メルマガ    で検索　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

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

※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（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

自然の自然の

楽しむ楽しむ楽しむ

■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」
￥1,620

数量限定

407007商品番号紺



長く使える丈夫さと、
使い勝手の良いサイズ。

インドの伝統刺繍を現代風デザインで

お客様を涼やかにおもてなし。

お掃除道具も
見せたくなる！

かわいい鳥形小物入れ

1枚あると便利。
桜色が美しい
スカーフ

丈夫で軽いジュートコットンのバッグ。
落ち着いた色味なので初秋までお使いいただけます。

さらっとした麻素材にシンプルな植物柄の春らしいポーチ。
さりげないミラーの輝きが素敵。

ヤシの葉を編んで作った、鳥形のコースター5枚と、鍋敷き1枚の
セット。小さなガラスビーズがアクセントに。

持ち手がかわいい動物た
ちのほうき。ちょっと掃除し
たいときに大活躍！

カモのような形がかわいい小物入れ。ばらつく小物をまとめるのは
もちろん、水差しのお花や小さな鉢植えを入れたらおしゃれなインテ
リアにも。

ジュートを縦糸に、綿を
横糸に織り上げたやわら
かなストール。春先の涼
しいときや、夏の日
差し除けにも
活躍します。

ジュートコットンのバッグ
たんぽぽ
各 ￥3,900 

■素材：ジュート、綿
■サイズ（約）：高さ24×幅38×マチ19cm、持ち手長さ40cm
■バングラデシュ　■シャプラニール

■素材：綿、ジュート　■サイズ（約）：長さ205×幅67cm
■バングラデシュ　■シャプラニール

631302商品番号A レッド
631303商品番号B ネイビー

数量限定

ミラー刺繍ティッシュ入れ付きミニポーチ
各 ￥1,944 

■素材：　 麻、綿、ミラー、　 麻、ミラー　■サイズ（約）：縦10×横14cm　■インド
■プレス・オールターナティブ

631305商品番号A イエロー
631306商品番号B グレー

数量限定

卓上ミニほうき
各 ￥1,500 

■素材：ジュート、ワラ
■サイズ（約）：全長27cm
■バングラデシュ　■シャプラニール
※手づくりのため大きさにバラつきが
　あります。

631309商品番号A 象
631310商品番号B 馬

数量限定

数量限定

1枚あると便利。
桜色が美しい
スカーフ
ジュートを縦糸に、綿を
横糸に織り上げたやわら
かなストール。春先の涼
しいときや、夏の日
差し除けにも

数量限定

■素材：ヤシ、ガラスビーズ　■サイズ（約）：（コースター）縦最大13×横最大
15cm、（鍋敷き）縦最大17×横最大19cm　■バングラデシュ　■フェアト
レードカンパニー

■素材：カイザ、コットン　■サイズ（約）：縦20（深さ10）×横12.5×奥行
18cm　■バングラデシュ　■フェアトレードカンパニー

数量限定

数量限定

バードコースター＆鍋敷きセット
￥2,052 

カイザ草の小物入れ
￥1,836 

631307商品番号

631308商品番号

おしゃれに見せる収納を。
天上や壁のフックに吊るして使用します。見せ
る収納で、雑貨やタオルなどの整理整頓に。

■素材：ジュート、籐　■サイズ（約）：全長
80cm、（上かご直径）23cm、（下かご直径
27cm）　■バングラデシュ　■シャプラニール

数量限定二段網シーカ
￥3,200 631311商品番号

隠したいものはここに。
フタの取っ手にテラコッタの鳥がついたバ
スケット。お部屋をオシャレにすっきり収納。

■素材：カイザ、ジュート、テラコッタ　■サイズ
（約）：縦25×横33×高さ21cm　■バングラ
デシュ　■フェアトレードカンパニー
※この商品はプレゼント包装できません。

数量限定
カイザ草の
フタ付バスケット
￥7,020 631312商品番号

素足に
気持ちいい。
吸湿性、放湿性に優れ
たジュートでできた、
心地よい履き心地の
サンダルです。

■素材：ジュート、ボール紙（サンダル内部）　■サ
イズ（約）：（Ｍ）全長24×幅8cm、（Ｌ）全長26×幅
8.5cm　■バングラデシュ　■シャプラニール

数量限定ジュートサンダル
各 ￥1,700 631313商品番号Ｍ（22-23.5cm）

631314商品番号 Ｌ（24-25.5cm）

A

B

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。
今回は水草などの自然素材を使用した商品をご用意しました。
こうした植物のとれる湿地は野鳥にとっても重要な生息地となっています。
野鳥の生息地をエビの養殖場などに開発するのではなく、植物などの湿地から得られる
恵みを人間の生活に活用することで、持続可能な環境の保全につながります。

ジュートって？
光合成が旺盛で二酸化炭素の吸収量が
多く、短期間で再生産されるバングラデ
シュやインドの植物。

カイザって？
ススキに似た多年草で、
背丈は3メートル程にも
なる植物。南アジアで広
く見られる。

ジュートコットンの
手織りスカーフ 桜
￥3,900 631304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
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裏

バングラデシュ、ジュートの生える湿地帯
(写真提供：シャプラニール)

▲ミラー刺繍の拡大

コースター

鍋敷き



フェアトレード食品

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。

■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：製造より25ヶ月　■プレス・オールターナティブ　※直射日光や高
温多湿を避けてください。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。

カレーの壺 
各 ￥626  A スパイシー　 720201商品番号 C マイルド　　 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 ★★★★★

農薬や化学肥料に頼らず栽培された
ココナッツから作りました。酸化防止剤・
漂白剤不使用。
カレーはもちろん、
デザートやドリンク
作りにも。

マリオさんのココナッツミルク
2缶セット
￥605 
■内容量：200ml×2缶　■原産国：スリラ
ンカ　■原材料：ココナッツ、安定剤（グァー
ガム）　■賞味期限：製造より2年　■プレ
ス・オールターナティブ
※直射日光や高温多湿を避けてください。

720219商品番号

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

お家でも、アウトドアのお供にも。
「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

りん

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。1リットル用は水出しでも。

林
りん

農園の烏龍茶ティーバッグ
￥518 

■内容量：　15g（1.5g×10包）、　60g（5g×12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

￥691

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。

720333商品番号A 1杯用
720337商品番号B 1リットル用

フィリピンの太陽の恵みをたっぷり浴びて
育てられたマンゴーを使用。甘さと酸味の
バランスがとれ、しっとりとした食感です。
漂白剤、酸化防止剤不使用。

アフリカの大地で自然に近い状態で育て
られた香り高く甘酸っぱいライチ。農薬、
化学肥料、添加物、砂糖、オイルは使用して
いません。果物本来の味を楽しめます。

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。

■内容量：100g　■原材料：マンゴー、砂糖
■原産国：フィリピン　■賞味期限：製造より
14ヶ月　■フェアトレードカンパニー

ドライフルーツ　マンゴー 
￥605 710021商品番号

■内容量：40g　■原材料：ライチ　■原産国：
マダガスカル　■賞味期限：製造より12ヶ月
■フェアトレードカンパニー

ドライフルーツ　ライチ
￥605 710190商品番号

■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

クラッカンバー
しょうがシナモン　2袋セット
￥972 720270商品番号

いません。果物本来の味を楽しめます。

■内容量：　50g（2g×25包）、　100g　■原材料：有機紅茶
■生産国：スリランカ　■賞味期限：製造より3年　■パルシック

A

A B

B

A B

有機ルフナ紅茶
各 ￥756 ティーバッグA 720319商品番号 リーフB 720320商品番号

BA

シマフクロウ・マグカップ（１個）
￥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、大きさに僅かな個体差があります。

603990商品番号

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

食

　
　
　品

Fair TradeFood

大人気 ！ 便利で美味しいカレーのもと

環境にも人にも配慮

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。

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。

バードフレンドリー®なマグカップ

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。

食

　
　
　品

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

 その一杯が鳥たちの休息
地になる

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、渡り鳥の中継地であ
る熱帯雨林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。

その一



無農薬・無施肥の自然栽培茶

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

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。のどごしの良い細麺タイ
プに変わり、暑い季節にさっぱりといただけます。

710012商品番号

絶滅危惧種サシバの環境に配慮して栽培

オオジシギの繁殖地 勇
ゆ う ふ つ げ ん や

払原野より 野鳥も好きなみかんのお菓子

ハス田で野鳥との共生を目指す

みかんチップス
￥540 

れんこん葉茶　ティーバッグ
￥864 

■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

■内容量：20g（2g×10包）
■原材料：レンコンの葉（徳島県鳴門産）
■賞味期限：製造より1年半
■徳島北農業協同組合女性部

710100商品番号

710342商品番号

たわわに実るみかん畑

農薬や肥料の代わりに元気な茶木を育むのは虫や野鳥、たくさんの雑草、
そして農家の方々の惜しみない努力。茶畑には野鳥の声が響きわたり、キジが巣を作ることもあるそう。

レンコン生産量全国第3位の徳島県鳴門市では
コウノトリと人の共存を目指しています。コウノト
リが飛来・定着した地として、彼らのエサ場となる
ハス田に防鳥網を張らず、農薬・化学肥料5割減で
のレンコン栽培に取り組んでいます。こうして栽
培されたレンコンは鳴門市による「コウノトリおも
てなし®」認証が与えられます。このお茶はブラン
ド認証を取得したレンコンの葉を使用しており、
ハーブティーのような香り、優しくまろやかな味わ
いが特長です。

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/ ※価格は全て税込表示です。

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。

　
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

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

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。※昨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。

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。

食

　
　
　品

食

　
　
　品生き物と一緒に作るお米

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
※パッケージが変わる場合がございます。

無農薬栽培の黄金色麦茶

「なつみずたんぼ」を訪れたクサシギ

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。

日本野鳥の会がなぜ食品を扱うの？

27

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。

サシバって？

「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
とした甘みが喉にすっと抜け
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
￥1,728 

■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

農薬や肥料の代わりに元気な茶木を育むのは虫や野鳥、たくさんの雑草、

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）

ハスカップは北海道苫小牧市を中心に広
がる勇払原野に自生する果実。この羊羹
は、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）を贅沢
に練り合わせています。緑茶だけでなく、
コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

かぶくりぬまのふゆみずたんぼ米 無農薬　5kg
各￥3,888 

■宮城県産5kg入り　■蕪栗グリーンファーム

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。

720193商品番号ひとめぼれ
720190商品番号ササニシキ

ハス田で野鳥との共生を目指す

鳥害対策としてハ
ス田に張られる防

鳥

網やテグス。しか
し、網の張り方に

よっ

ては、野鳥はハス
田に入ることがで

き

てしまい、人が来
たことに驚いて飛

び

あがったときに天
井の網に引っかか

り、

宙吊りになって死
ぬことが起きてい

ま

す。多いところで
は、その数年間１

千羽

以上。また、ハス
田にやってくる野

鳥は

レンコンを食べる
種だけでなく、そ

こに

生息するエビや魚
を食べている種が

い

るのも事実です。

～ハス田で起きてい
る、

　野鳥と人間との軋
轢～

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



☎︎ 03-5436-2626（平日10：00〜17：00）   birdshop@wbsj.org

2928 フィールドマナー  ち  … 近づかないで、野鳥の巣

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　直視型 or 傾斜型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〜P.37）。

直視型
接眼レンズと対象物が一直線上になるので、
野鳥をとらえやすい。

傾斜型
接眼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
とでズレが生じ、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
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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。

そろそろはじめる？
はじめての



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 または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 予算を抑えたい方はこちら

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

初めてでも使いやすいおすすめの双眼鏡はこちら！
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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

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ガス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

持ち歩きに便
利な

ハンディ図鑑
が

セットになっ
て

お買得！！

■ケースサイズ(約)：幅38.8×高さ24.4×
奥行き28.2cm（外寸）

■内容量(約)：16リットル
■重さ(約)：930g
■セット内容：充電式除湿ユニット「モバイル

ドライ」、湿度計（小）、プラスチック製
ケース

■東洋リビング

モバイルドライ＆ケースセット
￥5,378�

湿気を吸収し、光学機
器を湿気から守ります。
充電により、繰り返しご
使用いただけます。

350008商品番号
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。

◀フック

バードショップオンライン【Wild Bird】では双眼鏡の選び方もご紹介しています。 https://www.birdshop.jp/spt-sogankyo.html
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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。

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

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

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。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12.3×長さ11.9cm
■ケース、ストラップ付

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

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

ピントの合う範囲が広く、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11.6×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

ツァイス
CONQUEST HD 8×32

重さ：630g 視界：140m
￥103,680
割引価格 ￥93,312�
会員価格 ￥89,165�

101673商品番号

101673商品番号

ツァイス  
CONQUEST HD10×32

重さ：630g 視界：118m
￥111,240
割引価格 ￥100,116�
会員価格 ￥95,666�

101674商品番号

101674商品番号

室長 富岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

探鳥会や当会のバードショップの店頭に立つ

と、「初心者なので、安くて、軽くて、小さいのか

ら・・・」という方が多いのですが、私は、初心者だ

からこそ、視野が広く、より良く見えるものを使っ

ていただきたいと思っています。初めから、あまり

遠慮して選ぶと、バードウォッチングの醍醐味が

味わえなくなってしまいます。最近では、30口径で

も、コンパクトで軽いものがありますので、

まずは30口径から試してみてください。

30口径のすごさは「バランス」
室長 富岡の

おすすめ



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

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。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.18）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.18）とのご使用
がおすすめ。

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

ピントの合う範囲が広く、広い視界と安定した立体感を楽しめます。曇天下
でも優れた性能を発揮するので野外での臨機応変な野鳥観察に最適です。

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

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。 販売担当
瀬古

40口径のすごさは、

「迫力」！！

3534 ※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。

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。 ツァイスの最高級モデル

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。

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/

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

会員価格のご案内

年会費をお支払い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。

（公財）日本野鳥の会
の会員証

室長 富岡の

おすすめ



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。

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

88
口径

60
口径

防　水特殊レンズ軽　量
フィールドスコープ ED5020〜60倍ズームセット

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　■アイピースMCⅡ付
■ このアイピースをED50に装着した場合は13〜40倍になります。

TSN-884プロミナー（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　■アイピースTE-11WZ付

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。

視界全体が
クリアに見える。

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！

直径85ミリメートルという
大きなレンズは、
優れた光学性能と
明るさを発揮。

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！

モナーク フィールドスコープ８２ＥＤ-Ｓ
（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
■アイピースＭＥＰ３０-６０倍ワイドズーム付

TSN-554
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
■アイピース一体型

軽　量 防　水蛍　石

コンパクト

60
口径

コンパクト

ミドル

60
口径

ミドル

防　水特殊レンズ

82
口径

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。

望遠鏡に対応する三脚サイズを
示しています。

TSN-664M プロミナー（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　■アイピースTE-９Z付　

特殊低分散レンズを採用した高級機種。

大型

●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

「カーウィンドウマウント」。

66
口径

コンパクト ミドル

55
口径

コンパクト

割引価格 ￥73,440 105881商品番号

TSN-602
（20-60倍ズーム）セット

重さ：992g
￥86,400
■サイズ（約）：長さ35.5cm　■ケース別売
■アイピースTE-９Z付

防　水軽　量

EDレンズ
を採用
色収差を低減。

モナーク フィールドスコープ60ED-S
（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　■アイピースＭＥＰ３０-６０倍ワイ
ドズーム付

85
口径

大  型

■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

接続にバランスプレートの
使用がおすすめです。

3736 ※価格は全て税込表示です。

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。

蛍石を採用した
コーワのフラッグシップモデル。

TSN-774プロミナー
（25-60倍ズーム）セット

重さ：1,695g
￥248,400

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
■アイピースTE-11WZ付

Conquest Gavia85
30〜60倍ズームセット

重さ：（含アイピース）1700g
￥257,040 割引価格 ￥231,336

会員価格 ￥218,484
105913商品番号

105913商品番号

■サイズ（約）：長さ39.6cm　■ケース別売
■アイピース一体型

77
口径

ミドル 大  型

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。

ピントの合う範囲が広くが深
いのでデジスコを検討され
ている方にもおすすめです。

992gの軽量ボディ！

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

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！
オイルフリュード雲台で、なめらかな動きが
魅力。雲台つまみ1箇所とパーン棒で固定で
きます。

粘性のある特殊グリスを採用しており、焦点
距離の長いフィールドスコープに最適な製品
です。パーン棒だけで固定できます。

コンパクト ミドル

60口径から70口径のスコープまで対応！

ベルボンＭ47
割引価格 ￥5,422�
■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

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。
雲台つまみ2箇所で固定できます。

ベルボン
シェルパ435Ⅲ &PH-157Qセット

日本野鳥の会
おすすめの

望遠鏡

小型でおすすめ

中型でおすすめ 大型でおすすめ

双眼鏡や望遠鏡、商品についてのお問い合わせ お気軽にお電話ください。 TEL：03-5436-2626通信販売係 平日10:00~17:00



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。
　【代金引換の場合】「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。
　【クレジットカードの場合】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4月6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」2019年春夏号
2019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）
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。

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

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
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

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。

お買い物の際のご寄付、ありがとうございます。

●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。

カタログに掲載していない商品もございます。

バードメイトピンバッジ
「ジョウビタキ」

■イラスト：武藤 修　■サイズ（約）：30×24mm

1口1,000円で
「バードメイト」（ジョウビタキ）
ピンバッジを1つプレゼント

「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。 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。

※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。


