
和紙を使用した貼り絵で、日本の野鳥と風景を描いた
ぽち袋。お年玉以外にも使えるデザインです。

ぽち袋

¥1078

¥990

603547商品番号

603548商品番号

新年のご挨拶に

日本野鳥の会は今年、「認定
NPO法人 サロベツ・エコ・ネッ
トワーク」とともに、北海道・サ
ロベツ原野に、絶滅危惧種で
あるシマアオジ保護のため野
鳥保護区を設置しました。

●内容：1柄1枚（3枚セット）　●サイズ：65×
105mm　●素材：（ぽち袋）美濃和紙、（貼り
絵）阿波和紙、越前和紙　●京都烏丸六七堂

和紙で彩る日本の野鳥と風景

C Haruki／
　 ベニヒワ

A 村上康成／
　 ウミウシとカツオドリ

A 鶴亀・雀・ホトトギスセット B 鶯・ツバメ・鷲セット

B 水谷高英／
　 シマアオジ

和紙で彩る日本の野鳥と風景

雪原のナギナタコウ
ジュに群がるベニヒ
ワ。挨拶文が印刷済み
なので、一言添えるだ
けで投函できます。

作家さん
描き下ろし！

外出自粛などで、人とのつながりを再認識した方も多いのではないでしょうか。
少し時間のできた今、大切な人に、一言でも直筆の年賀はがきを送りませんか。

お年玉付き年賀はがき

¥5,100から（¥1,020［10枚1セット］ ×5から）

A ウミウシとカツオドリ B シマアオジ
C ベニヒワ 610201商品番号

※この年賀はがきの収益が日本野鳥の会の支援につながる説明文が入っています。
※切手を貼らずに投函できます。※インクジェット紙ではありません。再生紙を使用し
ているため、黒い点のようなものが見られる場合があります。※お届けは11月中旬以
降です。他の商品を同時にご注文の場合は、一括して11月中旬以降にお届けします。
分納（他の商品を先にお届け）の場合はお申し付けください。分納の場合は梱包送料
を２回分頂戴いたします。ご記入のない場合は、一括にて発送させていただきます。

※１絵柄10枚を１セットとし、５セット以上のご注文から承ります。
　組み合わせは以下からお選びください。

オリジナル
日本野鳥の会new!

610199商品番号 610200商品番号

来年の干支「丑」にち
なんで、二本の触角
が牛の角のように見
えるウミウシ。紅白の
美しいフジナミウミウ
シと、海上を飛ぶカツ
オドリです。

A  鶴亀・雀・
　 ホトトギスセット

B  鶯・ツバメ・鷲セット

new!

通販カタログ バードショップ 
2020 秋冬号

カタログ有効期限 2020年10月1日～2021年3月31日

郵便でのご注文は 3月31日消印有効。インターネット、FAXでのご注文は、 3月31日到着分ま
でとさせていただきます。直営店「バードショップ」でもお買い求めいただけます。

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。オリジナル

日本野鳥の会

A U T U M N &
W
IN

T
E
R

2020

おうちで楽しめる
野鳥の姿

P.8～12

光学機器P.30～

お買い物で、自然保護。 
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。皆さんのお買い物が、自然を守る力になります。

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、
カタログ製作、発送、通信販売運営費にかかる人件費などを差し引いた割合です。

ワイルドバード・カレンダー／4月　ホオジロ

特集
P.4～5「身近な野鳥を見に行こう。」 P.2～3日本の四季を彩る野鳥のカレンダー
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1月：エナガ

5月：オグロシギ

9月：トウネン

2月：ナベヅル

6月：コヨシキリ

10月：ムギマキ

3月：アオジ

7月：オオジシギ

11月：コサギ

4月：ホオジロ

8月：スズメ

12月：ヤマヒバリ

ご希望の方は、下記の商品名・
商品番号・本数をご記入ください。

キジの
イラスト入り！

「鳴き声タッチペン」（P.6）で、写真の野鳥
の声が再生できる音声コード付。サウンドリー
ダー・バードボイスペンでも再生できます。

THE WILD BIRD CALENDAR
日本野鳥の会 オリジナルカレンダー

ご希望の方は、下記の商品名・
商品番号・本数をご記入ください。

四 季 折 々

606193商品番号

●サイズ（約）：B3判／51×36cm
●14枚（表紙・裏表紙含む）
●音源提供：上田秀雄　
●野鳥解説：大久保明香
●壁掛け　●ペーパーリング製本
※有料のプレゼント包装はお受けいたしかね
ます。
※ペーパーリングは、力をかけると変形する
恐れがあります。お取り扱いにご注意くださ
い。

ワイルドバード・カレンダー
2021
¥1,540 ▶会員価格 ¥1,320

オリジナル
日本野鳥の会new!

写真は、「四季折々の風景と野鳥」をテーマに全国
よりご応募いただいた2,621点から厳選。リサイク
ル時に分別不要な「ペーパーリング」製本。 過ぎた
月も保存できます。野鳥はもちろんのこと、その野鳥
の生息地や生活が垣間見れる写真を採用しました。

THE WILD BIRD CALENDAR

壁掛け

プレゼント
用はこちら！

の風景と野鳥

オリジナル
日本野鳥の会new!

※ こちらの商品をご注文の場合は、のし紙をつけないカレンダー
も全て筒状に巻いた状態でお届けします。
※宛名書きはお受けいたしかねます。

ワイルドバードカレンダー2021（のし付）
¥1,540 ▶会員価格 ¥1,320

606194商品番号のし付き

野鳥の
声が
聞ける

2本以上ご注文の方に
「日本野鳥の会 オリジナル
のし紙」を巻いてお届け！

1月：ベニマシコ 2月：シロチドリ 3月：カワセミ 4月：ノジコ

5月：イワツバメ 6月：メボソムシクイ 7月：コルリ 8月：ズグロカモメ

9月：セイタカシギ 10月：イソシギ 11月：ヒガラ 12月：モズ

3

暦の部分を切り
取るとポストカー
ドになります。

テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
。

オ
フ
ィ
ス
で
も
使
え
ま

す
。

おわったら
ポストカードに！

野鳥の声が
聞ける！

壁掛けでも
卓上でも使える！

宛名面

1月：ユキホオジロ

4月：ケリ

7月：エリグロアジサシ

10月：マミチャジナイ

2月：ニシオジロビタキ

5月：ケイマフリ

8月：ゴイサギ

11月：シジュウカラ

3月：ヤツガシラ

6月：ノゴマ

9月：エゾビタキ

12月：アオシギ

動画共有サービス
「YouTube」で、
野鳥の声が再生できます。

オリジナル
日本野鳥の会new!

BIRDS IN SEASONS

ちょっとおもしろい表情や仕草の野鳥たち
を集め、月めくりのカレンダーにしました。
かわいい野鳥たちの姿に思わず顔がほこ
ろびます。

オリジナル
日本野鳥の会new!

しあわせことりカレンダー

●撮影：Kankan　●サイズ(約)：縦14.8×横14.8cm（使用時：縦29.6×横14.8cm）　
●28ページ(各月見開き2ページ/表紙・裏表紙含む）　●壁掛け

●撮影：大橋弘一、江口欣照、石田光史　●解説：大橋弘一　
●サイズ（約）：縦18×横14.8cm（組立時：縦17.5×横14.8×奥行5cm）　
●枚数：13枚（表紙含む）　●紙製スタンド付（吊り下げも可）

しあわせことりカレンダー2021

バーズ・イン・シーズンズ2021
卓上カレンダー「12か月を彩る野鳥」

¥1,100

¥1,100

606087商品番号

606216商品番号

1

しあわせことりカレンダー

※5月ケイマフリ、12月アオ
シギの音声はありません。

おすすめ

2
おすすめ

3
おすすめ

の風景と野鳥
小さい壁かけ

卓上カレンダー

見ているだけで
しあわせ気分な
かわいい
カレンダー

バーズ・イン・シーズンズ2021
卓上カレンダー「12か月を彩る野鳥」
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見た目は小ぶりながら、双眼鏡や図
鑑、飲み物、貴重品までたっぷり入り、
ご近所バードウォッチングやお散歩
に便利です。内側がラミネート加工し
てあるので、物の出し入れがしやす
く、お手入れがしやすいのもポイント。
ショルダー紐を外せば、手持ちの小さ
なトートバッグとして使用できます。

この図鑑は自分がいる環境にあわせて、「山野」
では「身近な鳥」「山林とその周辺」、「水辺」では
「泳いでいる鳥」「歩いている鳥」など細かい環
境や鳥の行動から検索できます。さらに、野鳥の
イラストで同じ頁に似た種類を並べて掲載してい
るので、比較しながら絞り込むことができ、より正
確に目的の種を探すことができます。

オリジナル
日本野鳥の会

一括ブックカバー

¥440 651010商品番号

A

B

厚さ5mm
ポケット
サイズ

オリジナル
日本野鳥の会

●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.6）対応コード付

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
000241商品番号

000251商品番号

※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。

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。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）

●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

LED付ポケットルーペ

トコロジスト（P.7）の著者「箱田敦只」が
おすすめするルーペ

2倍

5倍

薄暗いとき
にはとても
重宝。図鑑
を読むとき
も便利です！

ハンディ図鑑
2冊を1つに
まとめるカバー。

両目で見ら
れる

ツバメ
ネイビー アホウドリ

クリーム

オリジナル
日本野鳥の会

バードウォッチング野帳セット
各¥1,485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。

A3色（各色1冊）セット
Bツバメ3冊セット
Cアホウドリ3冊セット
Dコマドリ3冊セット

606799商品番号

606788商品番号

606789商品番号

606787 商品番号

●サイズ（約）：縦16.6×横9.6cm　●中紙40枚　
●重さ（約）：75g（1冊あたり）　●コクヨ

3mm方眼

60年以上愛されている「測量野帳」の
オリジナルモデル

身近な野鳥を見に行こう！

●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
ー長さ最長123cm　●外ポケット１、メイン入れ口
はファスナー開閉　●素材：（本体）綿100％（キャ
ンバス布地にラミネート加工）、（肩紐）綿テープ　
●日本製

野鳥デザイン2WAYバッグ
各¥5,390
Aオオルリ
Bウソ

305095商品番号

305096商品番号

コマドリ
オレンジ

近所のお散歩が楽しくなる
グッズを紹介します。

BウソAオオルリ

A

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

オリジナル
日本野鳥の会new!

こんなに
入ります

観察や
お散歩に
大活躍！

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。 5

B

C

はめたまま図鑑のページをめくることができるグローブ

D

A

●サイズ（約）：周囲54～62cm　※背面ベルトで調節可　●素材：綿　
●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 各¥3,080 オリジナル
日本野鳥の会

409202商品番号

409201商品番号Cカワセミ・ネイビー
Dカワセミ・ベージュ

Bマーク
付き！

テープで
サイズ調節

うしろ

うしろ

テープで
サイズ調節

人気のオリジナルキャップ オールメッシュのキャップ

409204商品番号

409200商品番号

Aアカショウビン・カーキ
Bシマアオジ・グリーン

メッシュキャップ  コアジサシ 数量限定

409203商品番号

●サイズ（約）：頭回り56～59cm　※背面ベルトで調節可　
●素材：ポリエステル100％　●中国製

¥3,300

オリジナル
日本野鳥の会

7月の「サマーフェア2020」で即完売となってしまい在庫
切れとなっていた人気商品メッシュキャップ。多くのお客
様からお声をいただきこのたび再入荷しました。通気性
の良いメッシュキャップといえば暑い夏のイメージですが
冬は頭部が蒸れにくいおかげで、脱いだときの汗冷えが
少ないのが特徴です。2層構造で中が透けないので通年使
えるデザインです。

M 441986商品番号

L 441987商品番号

Aオオタカグレー
S 441985商品番号

new!

M 441971商品番号

L 441972商品番号

Eサンコウチョウ
　パープル
S 441970商品番号

M 441980商品番号

L 441981商品番号

Bイヌワシ
　ブラウン
S 441979商品番号

M 441974商品番号

L 441975商品番号

Fシマアオジ
　イエロー
S 441973商品番号

M 441962商品番号

L 441963商品番号

Hカーキ
S 441961商品番号

M 441968商品番号

L 441969商品番号

Dピンク
S 441967商品番号

M 441965商品番号

L 441966商品番号

G迷彩
S 441964商品番号

M 441977商品番号

L 441978商品番号

Cツバメネイビー
S 441976商品番号

●DGHは手首の色がサイズによって異なります　●サイズ
（約）：全長（中指から挿入口まで）　S＝21.5ｃｍ、Ｍ＝22.5
ｃｍ、Ｌ＝24.0ｃｍ　●素材：綿、ナイロン、天然ゴム　●日
本製

アウトドアグローブ
各¥1,320

オリジナル
日本野鳥の会

サイズ
（約）：全長（中指から挿入口まで）　S＝21.5ｃｍ、Ｍ＝22.5

日

オリジナル
日本野鳥の会

２双セット

小ぶりでかわいいツバメの刺しゅうネームがポイントです。広い
ツバは折り曲げることができ、丈を変えることができます。柔ら
かいので折り畳めて持ち歩きにも便利。

409190商品番号

オリジナルハット
ツバメ

●サイズ（約）：頭回り55.5～57.5cm　※内側のヒモでサ
イズ調節可　●素材：綿100％　●中国製

¥4,070
数量限定 オリジナル

日本野鳥の会

ツバ
メの刺繍入り

ツバは簡単に
折り返せます！シンプルで使いやすいカジュアルなハットです。

■
オ
リ
ジ
ナ
ル
書
籍
・
雑
貨
・
ウ
ェ
ア
■

※価格は全て税込表示です。FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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野鳥の声を聞き分ける＆覚えるためのハウツーＣＤ

気になる鳥の声を楽しく調べてみよう!

野鳥観察中にその場で鳴き声をチェックできる優れもの。「鳴き声タッ
チペンセット」に入っている「日本の鳥声250選シール集」をお手持ち
の図鑑等、お好きな場所に貼ってご使用ください。

103801商品番号¥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。

鳴き声タッチペンセット

鳥声シールで
お持ちの図鑑が
鳴き声図鑑に！

別売の「野鳥観察ハンディ図鑑」
（P.4）には、鳴き声タッチペンの音
声コードが印刷されているのでシー
ルを貼る手間がいりません。

で
使い方がわかる！ 

YouTubeで
「鳴き声タッチペン」を検索

知れば知るホドおもしろい　鳴き声の世界

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.4）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！１種類（１トラック）に
つき、さえずり、地鳴きの他、メスの声、ぐぜり、地域による声の
違い等、複数のパターンが収録されています。付属のリーフレッ
トには、それぞれの鳴き声パターンや収録地情報が、再生順に
記載されているので、照らし合わせながら聞いてください。

A  CD 声でわかる山野の鳥 

¥2,090 500210商品番号

B   CD 声でわかる水辺の鳥・
　北や南の鳥
¥2,200 500220商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

●解説：安西英明、
録音・編集：上田秀雄 
●ナレーション：松田輝雄
●収録：
A 84種、約71分、
B 87種以上、約75分A B

500230商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

●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

◀ リーフレット付

付属のシールを貼るとお持ちの図鑑が鳴き声図鑑に！

シールを貼って
ペンでタッチすると
鳴き声が出ます。

♪

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。

聞き分けの
解説付

●解説：安西英明
●絵：箕輪義隆
●154種収録
●A5変形判、
　65ページ

見る 読む 
わかる
野鳥図鑑
¥880

000290商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

7

日本野鳥の会の図鑑・書籍&便利グッズ

望遠鏡や双眼鏡を使って野外で観察する際、写真図鑑で比較するような
細かい点まで見極めることは至難の業です。この図鑑は、イラストをベー
スに野外で識別しやすいポイントに絞って解説しているため、重要な点
をしっかりおさえることができます。さらに、解説はその分野を得意とする
方々にご協力いただき、様々な論文に基づいているため、多くの方から信
頼されています。解説の他、分布図も掲載。持ち運びしやすいサイズと、重
さ（約370ｇ）なのでフィールドで使っていただきたい一冊。

当会の図鑑「フィールドガイド日本の野鳥」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。

ストラップ
長さ調節可

ペン差し
付き

撥水カバー

内ポケットと
外ポケット
付き

●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

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

オリジナル
日本野鳥の会

※図鑑をセットする向きにご注意ください。
●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）

¥3,960

 
フィールドガイド 日本の野鳥 増補改訂新版

000143商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

中上級者向け　フィールドガイドの決定版

楽しく野鳥を覚えられる！？
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。

オリジナル
日本野鳥の会

●著：富士鷹なすび　●624種収録　●Ａ5判横、
164ページ、フルカラー

¥2,090

原色非実用 
野鳥おもしろ図鑑

000280商品番号

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？

トコロジスト
自然観察からはじまる「場所の専門家」

¥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

オリジナル
日本野鳥の会

000303商品番号

字も絵も大きくて見やすい！
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。

驚きや感動は身近な場所にもあふれている

ストラップ
長さ調節可

撥水カバー

ペン差し
付き

※価格は全て税込表示です。

■
オ
リ
ジ
ナ
ル
書
籍
■

FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636



A濃茶 B ナチュラル

お家で鳥の声を聴いてリラックス

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。

¥7,700 609110商品番号

●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。

目覚まし時計
サウンドコレクション
カシオ 電波時計

▶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

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。消灯時、時報は鳴りません。

●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。

●選べる報時モード
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

※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！
自然な鳥の声をぜひお試しください！

●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

掛け時計・四季の野鳥

¥22,000A濃茶 609113商品番号

¥16,500Bナチュラル 609114商品番号

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。

解説シート付き

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

※定刻になると約20秒間、上記の野鳥の声が流れます。

朝の目覚めはやっぱり野鳥の鳴き声で

季節や時間によって時報の鳥の声が変わる時計

ロングセラー、野鳥の鳴き声の目覚まし時計

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。8

トラック1を
視聴

¥2,200 500240商品番号

●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

オリジナル
日本野鳥の会

野鳥の声がずっと流れるCD
「BIRD SONGS」
～高原や森林の鳥～

 「BIRD SONGS」シリーズは、「ナレーションの入っていない鳴
き声のCDが欲しい」というご要望にお応えしてつくられました。
「高原や森林の鳥」編は、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
声が響く夜の森をイメージ。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

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。高音質の録音形式FLACにも対応。気
軽に鳥の声を楽しみたい方におすすめの機種です。

初めての方でも、気軽に鳥の声を録音

◆ 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…

※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。

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。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。

長時間録音に挑戦、朝・夜の鳴き声を録る

※オリンパス製の音声編集ソフトウェア（有
料）別売。

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

音声編集

■
雑
貨
・
鳥
の
声
■

野鳥の声をきれいに録音する、コンパクトなボイスレコーダー

●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。　※MP3再生可　●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

オリンパス　LS-P4 ボイスレコーダー

¥18,480 103519商品番号

レコーダーがすっぽり入る
ケースが付いてきます。

CD「鳴き声ガイド」(P.６)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」（68分）をプレゼント！

当会オリジナル特典 ❷当会オリジナル特典 ❶

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。

¥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

WJ２ウィンドシールド
オリンパス

¥2,200 500241商品番号

●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

オリジナル
日本野鳥の会

～海辺の鳥～
「BIRD SONGS」
ずっと流れるCD
野鳥の声が

主な収録種

「朝のせせらぎ」
オオルリ／ヒガラ／クロツグミ
【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

Track 1

「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
【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

Track 2

「夜の森声」
フクロウ
【バックコーラス】
カンタン（虫）

Track 3

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
【バックコーラス】
ダイゼン、ハマシギなど

Track 1

「生
い の ち

命あふれる海辺」
シロハラクイナ／シロチドリ／
コアジサシ
【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

Track 2

「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
【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

Track 3

「冬晴れの港」
ウミネコ／セグロカモメ／
クロガモ
【バックコーラス】
ハクセキレイ、ハシブトガラス

Track 4

野鳥の鳴き声と自然の音色のみで構成されたヒーリングCD

※価格は全て税込表示です。 9FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636



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。

巣立ちから子育てまで、スズメの一年を描いた絵本。スズメの
子、まるが巣立ち、兄弟や仲間たちと様々な試練を乗り越えなが
ら生きる様子を描いています。スズメの世界も喜びだけでなく、
ピンチがたくさん。スズメの暮らしを学べば、今度から彼らを見る
目が変わるかも？「スズメの生活は知らない事だらけ。観察しなが
ら楽しく描きました。」（絵：箕輪義隆）

つばめの男の子ハティハティは、南の国から嵐をこえて日本に
やってきます。かわいい絵に、読みやすい文体とストーリーの絵
本。でもその内容は、生態を忠実に描いており、ツバメの暮らしが
よくわかる絵本です。

オリジナル
日本野鳥の会

●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。

ぬりえで
バードウォッチング

¥1,320 000304商品番号

●絵：箕輪義隆、文：かんちくたかこ、監修：
川上和人　●A4判、40ページ　●アリス館

すずめのまる

¥1,650 005763商品番号
●絵：箕輪義隆、文：寒竹孝子、監修：川上和
人　●A4判、40ページ　●アリス館

ツバメのハティハティ

¥1,650 005712商品番号

拡大見本

一羽のエナガが誕生し、たくまし
く育ち、恋をして子をなし、懸命
に命をつないでゆく物語。写真 
家・松原卓二氏が自身の観察に
基づき、できる限りリアルに描い
ています。100ページにわたる、 
大人に読んでほしい長編絵本。

●著：松原卓二、絵：萩岩睦美
●A5判、109ページ　●東京書籍

エナガの一生

¥1,760 005732商品番号

ゆっくり塗って
完成！

野鳥とじっくり向き合う“ぬりえ”

身近な野鳥の生活を絵本で学ぼう。

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。10

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。

各¥1,430

●素材：紙　●イラスト：水谷高英　

オリジナル 野鳥トランプ
オリジナル
日本野鳥の会

604993商品番号

604991商品番号

A水辺の鳥
B山野の鳥

A 水辺の鳥

A 水辺の鳥

B 山野の鳥

B 山野の鳥

湿地の野鳥と生き物で語呂遊び

■
オ
リ
ジ
ナ
ル
書
籍
・
和
書
・
雑
貨
■

日本有数の野鳥生息地、千葉県船橋
市の三番瀬に棲む野鳥と水辺の生き
物たちがカルタに！アイウエオ順で
リズミカルに語呂合わせを楽しめま
す。生き物のイラストと、かわいい
書体でまとめられています。お正月
の遊びにおすすめです。

●サイズ（約）：［箱］14.5×10.5x4.5cm［カード］6.5×
9.5cm　●88枚（読札44枚、取札44枚）　●奥野かるた店

三番瀬かるた
東京湾三番瀬の生命に
にぎわう干潟物語

¥1,760 605279商品番号

遊びながら20種類の野鳥の姿や生息地を知る
ことができるロングセラーのカードゲームです。環
境教育の第一歩におすすめ。
●オス、メス、幼鳥の3種類を集めるちょっと変
わった神経衰弱「家族合わせ」。
●野鳥を取り巻く「エサ」カードと「環境」カードを
組み合わせて競う「バードゲーム」。…などなど。

ロングセラーの野鳥カードゲーム

●サイズ（約）：［箱］9.5×12.5x2.5cm［カード］5.8×8.8cm
●89枚　●奥野かるた店

BIRD GAME　バードゲーム

¥2,090 605280商品番号

おうち時間に、カードで野鳥を深める！

美しいイラストの野鳥トランプ

new!

遊び方の
解説ページはこちら

※価格は全て税込表示です。FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636 11



遊んで、飾って、見て楽しむパズル

当会のオリジナル野鳥トランプ（P.11）でもお
なじみ、水谷高英さんのイラストが、パズルにな
りました。「 Aトキの復活」は、かつてトキが普通
に見られた安曇野の風景を、「 Bアカゲラの子
育て」は巣穴から食べ物をねだるヒナと虫を運
ぶ親鳥の姿を描いています。やや難易度の高い
500ピース。ピース表面には光沢がなく、水彩画
の美しさが楽しめます。

イラストレーター
水谷高英さんのパズル

（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

拡大
見本

三須広絵さんは、日頃、里山で観察している
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。そんな三須さんによるオリジナル
の原画をもとにしたジグソーパズルです。四季
折々の9羽の野鳥をお楽しみください。

里山の野鳥を
楽しむパズル

付属品
●パズル用糊
●スポンジ

ジグソーパズル　水谷高英
new! 数量限定

¥2,970
●サイズ：（完成後）／26×38cm （箱）縦17.2×横14.5×高さ
5cm　●300ピース　●絵：三須 広絵
※パズル完成後に固める糊とスポンジ付。（額はありません。）

「三須広絵　里山の野鳥」
604994商品番号

ジグソーパズル日本の野鳥
オリジナル
日本野鳥の会

各¥2,200

●サイズ：（完成後）縦38×横53cm　●500ピース　
●エポック社　
※パズル完成後に固める糊付。（額はありません）

604995商品番号

604996商品番号

Aトキの復活
Bアカゲラの子育て

Aトキの復活

Aトキの復活

Bアカゲラの子育て

Bアカゲラの子育て

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。12

テレワークにも最適な、和にも洋にもあうシン
プルな折りたたみ式の小机。床と接する面積が
広く、置いた跡が付きにくい設計です。金具を
使わず木組みでつくられています。

丈夫で軽く、見た目も
美しいマグカップ。木
の器ならではの保温性
もあります。

中の箱が外から見えな
い、曲線の取り出し口が
美しいティッシュボック
ス。中央から開くため、
持ち上げずに中身を交換
できます。

オークヴィレッジは、飛騨高山にて、匠の技を駆使し、自然との共生を目指したモノ造り
を行っています。その木が生きた年月と同じくらい、永く使い続けられるモノ造りを目標
に、広葉樹の植林・育林も行っています。

木本来の色合いを生かした、シンプルながら美しいリース。ベルとリボンは取外
し可能なため、クリスマスリースとしてはもちろん、ドライフラワーなどを一緒
に飾り、通年でお楽しみいただけます。

A ナチュラル

ティッシュボックス
木のマグカップ

¥17,600
●サイズ（約）：直径30×厚さ5.2cm　●素材：国産ホ
オ、トチ、サクラ、クルミ　●仕上げ：植物性オイル　※
スタンド、リボン、ベル付き　●オークヴィレッジ　※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、分納かをお申し付けください。分納の場合は梱包送
料を2回分頂戴いたします。

寄木のリース
650363商品番号

new! 数量限定

Aナチュラル
Bブラウン
●サイズ（約）：幅90×奥行45×高さ33cm
（たたむと約8㎝）　●重さ（約）：8kg　●素
材：国産クリ等　●仕上げ：植物性オイル　
●耐荷重：40㎏　●オークヴィレッジ

650364商品番号
650365商品番号

各¥51,700
折りたたみ小机 new!

●サイズ（約）：直径9×高さ
7.5cm　 ● 重 さ（ 約 ）：95g　
●素材：（本体）国産トチ、ホオ等
（取っ手）国産カエデ　●仕上げ
：拭き漆塗　●オークヴィレッジ

650277商品番号¥4,180
木のマグカップ

■
雑
貨
■

¥9,350
●サイズ（約）：幅27.8×奥行14.6×高さ
8.8cm　●重さ（約）：1.4kg　●素材：国
産ブナ、カバ等　●仕上げ：植物性オイル　
●オークヴィレッジ

ティッシュボックス
650362商品番号

new!
数量限定

折りたたみ小机 Bブラウン

折りたたんだ様子

A

B

※価格は全て税込表示です。FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636 13



※画像はイメージです。色合いが多少変わる可能性があります。

数量限定

Aフェイスタオル
Bタオルハンカチ
C箱入りセット

　　　野鳥デザインの今治タオル

森に棲む小鳥の絵をあしらったマグカップ

毎日使いたい、シンプルでかわいいお茶碗

美しい小鳥が描かれたナルミ ボーンチャイナ製マグカップ。イラスト水彩画家・
片田好美氏。内側には小鳥の囀りに合わせてJ.S.バッハの楽曲を添えてあります。

野鳥や生き物の雑貨展示即売会「トリの市」に出展してくださった
「ヒロロ工房」さんの作品。埼玉県川越市にある自宅の窯で、使い
やすさを重視した愛着のある器づくりをしています。優しい風合い
の白い器に、シンプルでかわいい鳥の絵は、日常使いにぴったり。

普段使いはもちろん、ちょっとしたプレゼ
ントにも使える、今治タオルができまし
た。森に暮らす野鳥5種、サシバ、サンコ
ウチョウ、アカショウビン、コマドリ、ア
カゲラをデザイン。小鳥から猛禽類まで、
森にはいろいろな姿かたちの野鳥が棲んで
いることを表現しました。今治マークとB
マークのタグ付きです。

各¥2,750

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

ヒロロ工房のお茶碗

603138商品番号

603139商品番号

Aウソ
Bヒヨドリ

650322商品番号

650323商品番号

650324商品番号

Aエナガとサクラ
Bキクイタダキとドイツトウヒ
Cルリビタキとヤマネコヤナギ

各¥3,871

●サイズ（約）：カップ部分の直径8×高さ9cm　●重さ
（約）：190g　●ナルミ ボーンチャイナ製　●画：片田
好美（水彩画家）　

「森と小鳥のハーモニー」 
マグカップ

Aエナガとサクラ

Aフェイス
　タオル

Bタオルハンカチ

A ウソ

Bキクイタダキとドイツトウヒ

Bヒヨドリ

Cルリビタキとヤマネコヤナギ

新登場！

¥1,760

¥3,720
●サイズ（約）：A34×80cm、B23×23cm　●Cセット内
容：フェイスタオル×1枚、タオルハンカチ×2枚　
●素材：綿　●日本製
※Ｃは今治マークの付いた白い箱に入れてお届けします。プ
レゼントにおすすめです。
※お届けは10月下旬になります。他の商品を同時にご注文の
場合は、一括して10月下旬にお届けか、分納（他の商品を先
にお届け）かをお申し付けください。分納の場合は、梱包送料
を2回分頂戴いたします。ご指示がない場合は一括してお届
けいたします。

森の野鳥
今治タオル

オリジナル
日本野鳥の会new!

406994商品番号

406995商品番号

406996商品番号
¥880

女性や子どもに
ちょうど良い
小ぶりサイズ。

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。14

A 千鳥セット B 鶴セット

ご自宅での団らんや家呑みのひと時をお過ごしの
皆様に、伝統的で色鮮やかな「九谷焼」の特徴
を生かした、日本の野鳥柄の九谷焼を、お揃いの
セットでご用意しました。自分や家族で使って、
テーブルに彩りを添えてみませんか。各セット、
一緒の化粧箱に入れてお届けします。ぜひ、贈物
にもどうぞ。

¥1,080
●内容量：280g（7種9個入）×2缶　●原材料：こん
にゃく、大根、糸こんにゃく、うずら卵、焼ちくわ、小判
揚、とうふ小判揚、食塩、しょうゆ、砂糖、かきエキス／
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、水酸化Ca、キシロー
ス、（一部に卵・小麦・大豆を含む）　●賞味期限：製造
より3年　●阿部善商店

塩
しおがま

竈おでん缶 2缶セット
720311商品番号

¥1,911
●内容量：1パック6枚入（300g）×3パック　●原材料：［共通］有機もち米［黒豆］
有機黒大豆（国産）、食塩［よもぎ］よもぎ粉（青森県）　※有機=有機JAS認定・賞味
期限：1年間、直射日光を避けて常温保存。　※保存料不使用のため、開封後はすぐ
お召し上がりください。　●金沢大地

オーガニック玄米餅3種セット
720349商品番号

■
雑
貨
・
食
品
■

あの震災の経験から生まれた
「おでん缶」

河北潟の大地の恵み！

宮城県塩竈市にある揚げかまぼこの老舗、阿部善商店。東日
本大震災を経験した従業員たちの声から、「冷たいままでも
美味しくて、非常食にもなるおでんの缶詰」が生まれまし
た。塩竈湾の浦戸諸島や日本三景松島の名産である、牡蠣の
旨みたっぷりの透き通ったスープが特徴です。

カモやシギ・チドリの飛来地でもある河北潟干拓地（石川
県）。その近くで自然環境に配慮し、農薬不使用・化学肥料
不使用を心がけ育てられた有機もち米「白山もち」を原料に
した玄米餅シリーズです。玄米特有のプチプチ感が楽しめる
「プレーン」、黒大豆の香ばしさが際立つ「黒豆」、よもぎ
の風味が味わい深い「よもぎ」の3種セットです。

new!

各¥4,290

●セット内容：それぞれ、お猪口・豆皿・箸・箸置きがひとつずつ入って
います。　●サイズ（約）：（お猪口）直径5.5×高さ5.3cm（豆皿）直径
9.5×高さ1.8cm（箸）長さ23cm（箸置き）縦3.8×横3cm　●素材：
（お猪口・豆皿・箸置き）磁器　（箸）天然木　●日本製　●青郊

九谷焼

610561商品番号

610562商品番号

A九谷焼 千鳥セット
B九谷焼 鶴セット

調理例数量限定

数量限定new!

▲1パック6枚入り

※価格は全て税込表示です。FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636 15



たわわに実るみかん畑

バードアイランド
「三宅島」の明日葉

絶滅危惧種サシバの
環境に配慮して栽培

野鳥も集まる椿の木。
人も味わってみませんか？

椿の木は、花の蜜を吸いにメジロやヒヨドリなどが集まりま
す。そんな野鳥たちにも人気な椿の葉を使用したお茶。農薬・
化学肥料を使用していない岩手県三陸に自生するヤブツバキの
葉を使用し、手作業で丁寧につくられています。甘茶をブレン
ドし、緑茶や紅茶とは一味違う甘みのあるお茶です。

野鳥も大好きな
みかんの新食感おやつ

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）

アカコッコやオーストンヤマガラなど、島ならではの野鳥が暮
らす三宅島。農薬不使用、明日葉100％の粉末は、水、お湯、
牛乳などに溶かしたり、パンやケーキ生地に混ぜるなど、用途
はさまざまです。

¥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

三宅島の明日葉粉末
数量限定

¥864
●内容量：2g×10包　●原材
料：ツバキ葉85％、あま茶15
％　●賞味期限：製造より１年　
●バンザイ・ファクトリー

710353商品番号

椿茶　ティーバッグ

数量限定

¥540
●内容量：25ｇ　●原材料：みか
ん （100％熊本県産）　●賞味
期限：製造より180日　●明るい
農村天水

710100商品番号

みかんチップス

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。サシバ
の里自然学校では、里山生態
系保全活動のほか、農業体験
などを通して自然と共生する
地域づくりを行っています。

●内容量：1袋250g入り×5袋　●原
材料：小麦粉（全粒粉入）、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。710343商品番号¥2,160

細麺セット
サシバの里の里山うどん

絶滅危惧Ⅱ類に指定
されている、猛禽類。
里山に生息する
生き物を食物とし、
里山環境の指標となる

野鳥です。

サシバって？

new! 数量限定

new! 数量限定

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。16

フタがしっかりと閉まるので、湿
気を防ぐことができる保存容器で
す。コーヒーのほかにもパスタ、
お餅、ナッツ類など様々な食品を
保存するのに便利です。

渡り鳥にとって重要な中継地である熱帯雨林を育て、守りながら栽培したコーヒー豆を使用しています。
有機栽培、11種類以上の樹種で構成されているなど、厳しい基準を満たして認証を取得しています。

バードフレンドリー®認証の
コーヒーを楽しむ

シマフクロウのイラスト入りコーヒー保存缶

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。

タンチョウブレンド

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。

各¥900
シマフクロウブレンド オリジナル

日本野鳥の会

710183商品番号A粉 710184商品番号B豆
●内容量：150ｇ　●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

シマフクロウブレンド

各¥900
タンチョウブレンド オリジナル

日本野鳥の会

710337商品番号B豆710336商品番号A粉
●内容量：150ｇ　●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

落ち着いたブラウンカラーの缶に美しいシマフク
ロウの線画を金色で印刷しました。コーヒー豆だ
と180ℊ～200ℊ入れることができます。

¥1,320
●サイズ（約）：直径8.4×高さ17cm　●素材：スチール　
●重さ（約）:128ℊ　●スクリーン印刷　●イラスト：
Haruki　※コーヒー豆は入っていません。

シマフクロウ・コーヒー缶
604000商品番号

●ギフトボックスサイズ（約）：幅22×
高さ11×奥行16cm　
※ギフトボックスはひとつにつきブレ
ンドコーヒー１つずつのセットです。

604001商品番号

604002商品番号

604003商品番号

604004商品番号

Aシマフクロウブレンド粉・缶セット
Bシマフクロウブレンド豆・缶セット
Cタンチョウブレンド粉・缶セット
Dタンチョウブレンド豆・缶セット

同ページ日本野鳥の会オリジナルブレンド
「シマフクロウ」と「タンチョウ」のうち、い
ずれかひとつをセットにしてお届けします。

オリジナル
日本野鳥の会new! 数量限定

各¥2,420
同ページ、日本野鳥の会
オリジナルブレンドが袋
ごとすっぽり入ります。

日本野鳥の会オリジナルブレンドと一緒にいかがですか？

内容量変更に伴い価格変更しています。g単価に変更はありません。

内容量変更に伴い価格変更しています。g単価に変更はありません。

■
食
品
・
雑
貨
■

フィールドマナー  や  … 野外活動、無理なく楽しく 17



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。18

南インドの自然保護区内にあるシンガンパ
ティ農園でつくられた茶葉を使用。自然保
護区内には絶滅危惧種の動物たちも生息し
ており、この農園は生態系を守りながら、
有機農園を経営しています。

フェアトレード
チョコをかわい
いソックスに入
れてプレゼント
しませんか？

アールグレイ紅茶と同じシンガンパティ農園の茶葉を
使用し、スリランカの有機スパイスをブレンドした風
味豊かなチャイです。水と牛乳で煮出すだけで、手軽
に本格的なチャイが作れます。電子レンジでもつくれ
ます。

¥1,890
●セット内容：オレンジ、ラズベリー、コーヒーニブ、ホワイト・ヘーゼルミルク、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。

フェアトレードチョコレート5個セット
720342商品番号

¥1,036
●内容量：（1.8g×14包入り）×2袋　
●原材料：紅茶、ベルガモット香料　
●賞味期限：製造より１年　●プレ
ス・オールターナティブ

アールグレイ紅茶　
ティーバッグ　
2袋セット

720344商品番号

数量限定new!

●内容量：（3g×12包入り）×2袋　●原材料
：紅茶、生姜、シナモン、ナツメグ、レモングラ
ス、クローブ、カルダモン　●賞味期限：製造
より１年　●プレス・オールターナティブ

720345商品番号

¥950

チャイパック　
2袋セット

数量限定new!

¥1,058
●内容量：220ｇ　●原材料：シリアル
加工品（オートミール、メープルシロッ
プ、食塩）、レーズン、ドライクランベリー
（クランベリー、粗糖、ひまわり油）、くる
み、アーモンド　●賞味期限：製造より
180日　●プレス・オールターナティブ

メープルグラノーラ　
オリジナル

720343商品番号

数量限定new!

数量限定new!

●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。　※チョコレートは別売りです。

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）

¥715 621063商品番号

数量限定オレンジ ラズベリー コーヒーニブ ホワイト・
ヘーゼルミルク

カカオニブ

色イメージ

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。さらに、フェアトレード商品は「農薬の使用削減」「有機栽培」「生物多様性の保全」といった、
自然環境に配慮した生産が義務付けられており、私たちがフェアトレード商品を選ぶことは、環境を守ることにもつながります。

フェアトレード商品 Fair Trade

今年も新味登場！人気のチョコレート

自然と共生しながらつくられた茶葉を使用

チョコレートをかわいくプレゼント！

6種のスパイス香るミルクティー

メープルシロップのみで甘味をつけた風
味豊かなオートミールに、くるみやドライ
フルーツなどを混ぜたサクサク食感の
グラノーラ。添加物不使用でオーガニッ
クの原材料を使用しているため、素材本
来のおいしさをお楽しみいただけます。

メープルシロップを贅沢に使用！無添加グラノーラ

新味のラズベリーは、ミルクチョコに甘酸っぱいラズベリーのつぶつぶ果
肉がたっぷり！ホワイト・ヘーゼルミルクは、牛乳の代わりにヘーゼルナッツ
を絞った植物ミルクを使用しており、ヘーゼルナッツの風味が口いっぱい
に広がる濃厚な味です。

 

■
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毛糸を編んで作られたベレー帽型
のニットキャップ。カジュアルに
もきれいめにもマッチするアイテ
ムで、冬の装いのアクセントに
ぴったりです。

お買い物や散歩など、ちょっとだけ荷物を持って出かけたいと
きに便利。ファスナー開閉なので安心です。ベージュは表地
に、黒は裏地に、CO2の吸収が旺盛な植物ジュートを用いてい
ます。

繊維の細いウールを使用した、とてもやわらかくなめらかな肌
触りのストール。作業工程に電気を使わない手織りで、最後に
一枚一枚ブラシをかけて起毛しています。

たっぷりの毛糸を使用して作られたあたたかなマット。シック
な色合いがおしゃれです。イスはもちろん、フローリングや長
椅子で使用しても◎。

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

外ポケット

●サイズ（約）：頭囲56-58cm　●素材：ウール
100%　●生産地：ネパール　●フェアトレード
カンパニー

各¥4,620
手編みニットキャップ

631344商品番号Aグレー
631345商品番号Bイエロー

数量限定new!

●サイズ（約）：縦22×横17cm、ストラップ160cm（調整可）　●外ポケット×3、ファスナー
開閉　●素材：ジュート、コットン　●生産地：バングラデシュ　●フェアトレードカンパニー

各¥4,950
ジュートコットンサコッシュ

631346商品番号Aベージュ 631347商品番号B黒

数量限定new!

●サイズ（約）：90×90cm　●素材：ウー
ル70％、コットン30％　●生産地：ネパー
ル　●シサム工房

各¥6,380

ウールコットン
ダイヤショール

631349商品番号Aダークブラウン
631348商品番号Bベージュ

数量限定new!

¥4,620
クロシェットマット

631352商品番号

●サイズ（約）：直径37cm　●素材：ウール
100%　●生産地：ネパール　●シサム工房

数量限定new!

おしゃれ帽子で気分を上げよう！

お部屋のアクセントに。

男性も使えるシンプルストール

ちょっとそこまで。小さなショルダー

上記のストールと、このマットは、ネ
パールの女性たちが生産しています。
手工芸品を世界に向けて紹介するこ
とで、伝統技術を守り、彼女たちの収
入向上と、社会的地位向上を目指して
います。

フィールドマナー  さ  … 採集は控えて、自然はそのままに



海鳥や他の生物がプラスチックごみの影響を受けている現状を見
直すために。今年の7月から全国でレジ袋有料化が始まるなど、
プラスチックごみを減らす試みが増えています。海鳥や海洋生物
が生息する環境を少しでもきれいにするために、まずは身の回り
でできることから始めてみませんか？

日々の生活で続けられる、脱プラスチック

手作り、麻で編まれたタワシReduce

洗って繰り返し使えるラップ

Sustainability  

GOODs

●内容：2個（ピンク、ブルー）　●サイズ（約）：10x16cm　
※手作りのため、大きさに若干バラつきあり。　●素材：黄麻
（国産）、草木染ヘンプウール（ネパール産）　●manma 
naturals　※再生紙の包みでのお届けです。

麻タワシ2個セット

¥1,320

new!

603616商品番号

オーガニックの生地に蜜蝋を染み込ませてつくられたラップは、手の温かみで形をと
とのえると様々な形にフィットします。熱には弱いので、野菜や果物、食器などにお使
いください。

マイボトルを利用することは、プラスチックごみ
を減らす手段のひとつです。

●内容量：S（18×18cm）M（27×27cm）L（33×33cm）各1枚　●原材料：オーガニックファブリック、オースト
ラリア産蜜蝋、コールドプレスホホバ油、天然樹脂（植物由来）　●平均使用期間：約1～2年　●ビーエコラップ
ジャパン　※蜜蝋を使っているため、熱に大変弱いです。お湯で洗わないでください。直射日光や火に当てないで
ください。電子レンジでの使用はしないでください。熱湯洗浄ができないため、油っぽいものや生肉／魚への直接
使用は推奨いたしません。室温の高い場所ではべたつくことがあります。　※その他、パッケージ記載の取り扱い
上の注意を読んでからご使用ください。　※柄はアソートになります。お選びいただけません。

ビーエコラップ　3枚セット

¥4,290 603817商品番号

new!

ペットボトルではなく…Reuse

合成繊維を含んだスポンジは、使うたびに微
細なプラスチック（マイクロプラスチック）
がスポンジかすとして出てしまい、下水処
理でも完全除去が難しいとされ、そのまま
流れてしまうことが危惧されています。そこ
で、自然素材のタワシを使おうという動きが
広がっています。この麻タワシは、福祉施設
「いこいファーム」の方が丁寧に編みこみ、
しっかりとした造りのもの。硬めの麻でこび
りついた汚れが落ちやすく、おすすめです。

麻が最初は硬いので、一晩水につけることがおすすめです。
使い始め約2週間ほどまで繊維が引き締まりかたくなりますが、次第に柔らかくなります。

オリジナル水筒
¥4,400
Aネイビー（480ml） Bホワイト（140ml）

640010商品番号 640012商品番号

●サイズ（約）：23×6.5cm　
●重さ（約）： 260g　●実用量：
480ml　●素材：（本体、内び
ん）ステンレス鋼、（フタ）ABS、
（せん本体） ポリプロピレン、（パ
ッキン）シリコーンゴム　●保
温・保冷　●イラスト：箕輪義隆

●サイズ（約）：14×4.5cm
●重さ（約）： 134g　●実用量：
140ml　●素材：（本体）ステ
ンレス鋼（フタ）ステンレス鋼、
ポリプロピレン、（パッキン）シ
リコーンゴム　●保温・保冷　
●イラスト：箕輪義隆

オリジナル
日本野鳥の会

¥2,200

A B

柄イメージ

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。20
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※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。

各¥1,760
nonoBIRDペーパースタンド オリジナル

日本野鳥の会

610700商品番号

612337商品番号

Aヒドリガモ
Bキクイタダキ

610614商品番号

610615商品番号

Cオオワシ
Dユキホオジロ

●サイズ（約）：3.5～4cm　●素材：樹脂、手採色　●やぎさん工房

各¥1,650
nonoBIRDブローチ オリジナル

日本野鳥の会

608020商品番号

608263商品番号

Aウソ
Bトモエガモ

607800商品番号

608301商品番号

Cマヒワ
Dとんでるマガン

●サイズ（約）：2.5～4cm　●素材：樹脂、手採色　●やぎさん工房

■
雑
貨
■

ひとつひとつ手づくりのかわいい野鳥たち

日本野鳥の会オリジナル雑貨

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！

¥660
●シール台紙サイズ（約）：19.5×
7cm　●素材：PET　●イラスト：佐
原苑子

かくれんぼさんセット
605265商品番号

めだちたがりやさん・
野鳥シール

オリジナル
日本野鳥の会

ロングセラーのリアルタッチな野鳥イラスト
のシール。彩り豊かな野鳥と、絶滅危惧種の
野鳥を15種ずつ掲載したシリーズです。

¥660
●シール台紙サイズ（約）：19.5×
7cm　●素材：エポキシ樹脂、PET

絶滅危惧の鳥たちセット
605276商品番号

カラフルバード・
野鳥シール

オリジナル
日本野鳥の会

絶滅危惧の鳥たち

カラフル
バード

人見知り？な
かくれんぼさん

拡大イメージ
シマフクロウ

アピール上手な
めだち

たがりやさん

どっちが好き？タイプ別 野鳥シール 身近なアイテムにお気に入りの野鳥を

事務用品メーカーのヒサゴ株式会社と作った、
刺しゅうのブックマーカー（しおり）です。ひょっこ
り顔をのぞかせる鳥は細かい刺しゅうで作られ
ています。売上の一部は当会に寄付されます。

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

バードブックマーカー
刺しゅうしおり
各¥748
Aシマエナガ
Bスズメ
Cカワセミ
Dシマフクロウ

601061商品番号

601062商品番号

601063商品番号

601064商品番号

C DA B

A4判の会誌「野鳥」に対応
します。穴を開けずに収納で
き、綴じたまま中を閲覧でき
ます。

オリジナル
日本野鳥の会

●サイズ（約）：縦30.7×横22×厚さ
4.5cm　●カラー：深緑　●外装：布張り　
●12冊収納可

A4サイズ
会誌「野鳥」
ファイル

¥1,100
606821商品番号

本からひょこっとのぞく刺しゅうのしおり

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

会誌「野鳥」を
まとめるファイル

フィールドマナー  し  … 静かに、そーっと 21



C 今治マーク付

使いやすいサイズのタオルハンカチ

大人気当会オリジナル、鳥の刺しゅう
入りタオルハンカチは滑らかでふんわ
りした手触り。厚手でしっかりしている
ので使い心地が良いです。

オリジナル
日本野鳥の会

各¥770
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

Aタンチョウ
Bスズメ
Cアカコッコ
Dカワセミ

407028商品番号

407004商品番号

407003商品番号

407005商品番号

DB

B

A

A

大正・昭和のモダンな復刻柄が人気の「夜長堂」。スズメのい
る街並みとカワセミが狩りをする姿をデザインしてもらったて
ぬぐいの、色違いバージョンができました。

Aすずめ
Bかわせみ

各¥1,210
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
注染のてぬぐいについて
すべて職人が手作業で行うため１枚１枚に異なる濃淡
が見られ、心のこもった美しい仕上がりとなっておりま
す。色ムラやにじみなどが出る場合もございますが、そ
れも注染てぬぐいの風合いとしてお楽しみください。

405441商品番号

405442商品番号

オリジナル
日本野鳥の会new!

しっぽで
とめる！ ¥1,980

●サイズ（約）：縦34×横35cm
●素材：ポリエステル、コットン　
●中国製

くるもふすずめっこタオル
406997商品番号

企画した学生の方よりコメント
こちらのすずめっこタオルは日常的にタ
オルとして使っていただけたり、時には
丸めてスズメをより身近に感じられる置
き物やぬいぐるみにも！お子様や鳥好
きの方にぜひ♪

くるっとまるめて
もふもふの
ぬいぐるみに！

当会が配布する小冊子「こんにちは、すずめ」の申込者を対
象に、日本大学日本大学生物資源科学部くらしの生物学科と
当会では、協働してアンケート調査を実施しました。そこ
で、スズメに対する保全意識を向上させるための商品とし
て、「タオル」と「ぬいぐるみ」が候補に…調査をまとめた
日本大学の学生が、この２つの要素を組み合わせた商品を企
画し、実現した商品です！

人気のてぬぐいが色違いで新登場！ まるめてかわいいスズメのタオル

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。

お弁当
包みにも

22

■
長
靴
関
連
商
品
■

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。

バードウォッチング長靴 徹底解析

【カラーバリエーション】

●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
A ふくらはぎ
　周囲

B 足首周囲 C 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

C
A

B

軽い
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。

かわいい
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。

豊富なサイズ
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。

コンパクト
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。

動きやすい
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。

水辺の観察

ガーデニング

メジロ グリーン カモフラージュ グレー

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。

ブラウン

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。

足型サイズと足入れサイズ

オリジナル
日本野鳥の会

バードウォッチング 長靴 
ブラウン
各¥4,840  SS （23.0cm）

 S （24.0cm）
 M （25.0cm）
 L （26.0cm）
 LL （27.0cm）
 3L （28.0cm）
4L （29.0cm）

479220商品番号

479221商品番号

479222商品番号

479223商品番号

479224商品番号

479225商品番号

479226商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

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

479230商品番号

479231商品番号

479232商品番号

479233商品番号

479234商品番号

479235商品番号

479236商品番号

各¥4,840
 SS （23.0cm）
 S （24.0cm）
 M （25.0cm）
 L （26.0cm）
 LL （27.0cm）
 3L （28.0cm）
4L （29.0cm）

479200商品番号

479201商品番号

479202商品番号

479203商品番号

479204商品番号

479205商品番号

479206商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

バードウォッチング 
長靴 グリーン

各¥5,940
 SS （23.0cm）
 S （24.0cm）
 M （25.0cm）
 L （26.0cm）
 LL （27.0cm）
 3L （28.0cm）
4L （29.0cm）

479210商品番号

479211商品番号

479212商品番号

479213商品番号

479214商品番号

479215商品番号

479216商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

バードウォッチング 
長靴 カモフラージュ

各¥4,840
 SS （23.0cm）
 S （24.0cm）
 M （25.0cm）
 L （26.0cm）
 LL （27.0cm）
 3L （28.0cm）
4L （29.0cm）

479270商品番号

479271商品番号

479272商品番号

479273商品番号

479274商品番号

479275商品番号

479276商品番号

バードウォッチング 
長靴 グレー オリジナル

日本野鳥の会

フィールドマナー  い  … 一本道、道からはずれないで 23



長靴の便利アイテム

バードウォッチング長靴は、天然ゴムに
含まれる保護剤が白い粉として表面に出
てくることがあります。ゴムを長持ちさ
せるためのもので、品質には問題ありま
せんが、少し気になるのが正直なとこ
ろ。そこで、ゴム表面の粉を取り除き、
つやを出すクリーナーをつくりました。

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。

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。

こども用サイズ（21.0cm）のカラーはブラウン（＝子スズ
メ）とメジロ（＝子メジロ）。バードウォッチングはもちろ
ん、アウトドア、雨の日などに、親子お揃いでいかがですか？

バードウォッチング長靴用長靴みがき バードウォッチング長靴収納袋
各¥1,870 303070商品番号 303071商品番号

●内容量：100㎖　●内容物：精製水、界面活性剤、アルコール、シリコン、防腐剤他 ●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）。

①容器をよく振り、長靴に直
接または、タオルやスポンジ
にふきかけます

②タオルやスポンジで拭
き取ります

モデル身長 128cm

¥1,430 441435商品番号

❶

オリジナル
日本野鳥の会

SS・S・M用 L・LL・3L・4L用

収納完
了

保護剤入りの
長靴のお手入れスプレー

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

手を汚さずに長靴をしまえる
防水収納袋

こどもサイズの
バードウォッチング長靴

❷ ❹

足裏にフィットする
三次元クッション

抗菌効果により
不快なニオイを軽減

硬めのパネルで
しっかりと足裏をサポート

オリジナル
日本野鳥の会

●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

バードウォッチング長靴
各¥4,840

オリジナル
日本野鳥の会

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：ポリエステル、EVA、PP　●重さ（約）：45g（M用・片足）　●台湾製

ソールラック サポート
各¥1,650

オリジナル
日本野鳥の会

SS・S用
M用

441421商品番号

441422商品番号

L・LL用
3L・4L用

441424商品番号

441425商品番号

長靴の詳しい
お手入れ方法はこちら！

❸ 袋の上をくるくるとまいて…

子メジロ

子スズメ

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。24

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 ！

Aマガモ L（25～27cm）
Bマガモ M（23～25cm）
Cニシオジロビタキ L（25～27cm）
Dニシオジロビタキ M（23～25cm）

蓄熱効果で足ウラを温かく。 かぶらずに着用できるネックウォーマー

人気のニット帽あたたかさは冬の北海道で検証済！

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。

スナップボタンで着脱でき、帽子やメガネを外す必要がありま
せん。髪型やファンデーションを気にせず着用できます。広げ
れば小さめのブランケット代わりにもなり、足元や肩の冷え対
策にも！内側はフリースボアであたたかさは抜群です。

ソールラック ウォーム

¥1,100 441431商品番号

●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.25）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。

オリジナル
日本野鳥の会

■
長
靴
関
連
商
品
■

C

A

B

●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、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン　
●日本製

●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
Aネイビー
Bブラウン

410084商品番号

410085商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

●サイズ（約）：（展開時）縦23×横68cm、
（着用時）周囲60cm　●素材：ポリエステル　
●スナップボタン2個付　●中国製　●大雪屋

ネックラウンド
各¥2,178
Aグレー×ブラック
Bスノーダイヤ
Cノルディックミックス

441957商品番号

441946商品番号

441951商品番号

数量限定

スナップボタンで
着脱OK!

ニシオジロ
ビタキ

CD
マガモ

AB

バードウォッチング靴下
メリノ

バードウォッチング靴下
メリノサポート

各¥1,980

各¥2,310
Aルリビタキ L（25～27cm）
Bルリビタキ M（23～25cm）
Cハギマシコ L（25～27cm）
Dハギマシコ M（23～25cm） 

441226商品番号

441227商品番号

441228商品番号

441229商品番号

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。

メリノ靴下のハイソックス版が出来ました。バードウォッチング長靴を寒冷地で使用する
ときに、メリノウールの温かさで防寒対策しながら、段階着圧で足の疲労も軽減します。

BA

ルリビタキ
AB

ハギマシコ
CD

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

new!

441205商品番号

441207商品番号

441208商品番号

441206商品番号

フィールドマナー  き  … 気をつけよう、写真、給餌、人への迷惑 25



使っています当会
名誉会長柳生博も

オリジナル
日本野鳥の会数量限定

秋から設置、
シジュウカラ用巣箱

ツバメのための巣箱

絵日記風の観察ノート

野鳥たちに
水場を。

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。

●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。　※組立はプラスドライ
バーを使用します。

Swallow-box
（スワローボックス）（組立キット）

¥2,970 200104商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

数量限定

ドライバーを使う組立式。前板を外すと掃除もでき
ます。シジュウカラの他、スズメ、ヤマガラ等の野
鳥が利用する場合があります。

毎年、どうしても営巣して欲しくない場所にツバメが営巣してお困りの方
におすすめする商品です。営巣してしまう場所をネット等でふさぎ、営巣
してもよい場所にこの巣箱を設置して、営巣場所を移動させます。また、
巣が壊れて、ヒナが落ちてしまったというケースにもおすすめです。

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、お料理のレシピ
や会議中のメモとしても便利。

シジュウカラ用巣箱（組立キット）

¥3,300 200010商品番号

●穴の径（約）：2.8cm　●サイズ（約）：幅19×高さ32×奥行15cm　
●重さ（約）：900ｇ　●素材：トドマツ　●日本製　※木にくくりつ
けるヒモ（しゅろ縄）付　
※プラスドライバー（2号）をご用意ください。

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！

¥3,850
シジュウカラ用巣箱（完成版）

200009商品番号

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。

来
きまちいし

待石バードバス

●サイズ（約）：【小型】
40×33×8cm、【中型】
45×38×9cm　●重さ
（約）：【小型】10kg、【中
型】15kg　●素材：石
（来待石）　●川賀石材店　
※来待石は柔らかい石で
す。落下させると割れる
恐れがあります。また、重
量のある商品のため設置
時は十分お気をつけて、
安定した場所に設置して
ください。

¥14,300
206262商品番号小型

¥19,360
206263商品番号中型

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

数量限定

●A5判、30枚　●ツバメノート

つばめかんさつノート
¥396 603701商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

野鳥にとって水場は、水分
補給と羽を清潔にするた
めの水浴び場として重要
な役割をもっています。
特に野鳥の羽は、飛ぶ時
はもちろん、高い体温を
保つ、雨から身を守る、
水に浮くといった様々な役
割があります。しかし、羽
にはダニがつきやすく、
野鳥が生きていくために
は、常に清潔に保つこと
が重要になるのです。

島根県で採石される石で、主に
灯篭等に使われます。柔らかく
風化しやすい性質で、時間が経
つにつれ風合いが増します。水
を入れると石に水が染み込み、
落ち着いた色になります。さら
に、コケが生えやすく、設置す
る場所にもよりますが薄暗く
湿った環境だと３年程度でコケ
が生え、周囲の雰囲気に溶け
込みます。鳥が「来」るのを
「待」つ「石」。まさに水場と
してふさわしい石です。 

野鳥と水場 ～来待石（きまちいし）～

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。26

簡単に
チェック！

携帯性抜群！ 持ち運びできるチェア

観察記録がいつか思い出に…

●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

¥3,960 304584商品番号

収納時

カメラ撮影におすすめ 1本足で高さ調整可

（共通）モデル身長：168cm
3段階

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。

好評の1本足のチェア「1ポール
シート」の高さが13㎝アップした
ハイポジション版。公園で一休み
したり、船の甲板上で野鳥観察す
るときに便利な1本。

観察中もポカポカ、チェアシート
真冬の野鳥観察は寒さとの闘い！観察中に座部を
ポカポカに温めてくれるシートです。USB電源を
搭載した車内等で使用できます。
※屋外使用時は、USB式のモバイルバッテリーを別途
ご用意ください。

使
い
方

1USB端子に接続！
2電源（ON）を押し、3段階の温度（HOT）と継続
　時間（TIME）を押して選択すると点灯し発熱し
　始めます。
3座る場所にシートを敷いてください。

エアライト・1ポールシート（ハイポジション）

¥6,490
●サイズ(約)：幅33×奥行き28×高さ❶51❷64❸74cm（収納時）直径8×高さ38cm　
●耐荷重目安（静止荷重）：120kg  ●重さ：450g  ●素材：（フレーム）7075超ジュラルミ
ン、7001アルミ合金 （生地）ポリエステル（PUコーティング）  ●収納袋付　●ロゴス

304585商品番号

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。

●サイズ（約）：18×9cm（カバー外寸）

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 606794商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

野鳥チェックリスト
（詰替用）Ⅱ
¥220 606793商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

フィールドノート
（詰替用）Ⅱ
¥440 606792商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

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）：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

各¥1,430
カラー・カウンター オリジナル

日本野鳥の会

Aイエロー 
Bブルー 
Cグリーン

608170商品番号

608181商品番号

608180商品番号

B

CA

※
写
真
は
❸
の
高
さ
で
使
用

収納時

❶ ❸❷

ミニシート
ヒートユニット・

¥6,490
●サイズ（約）：35×35cm　（収納時）直径8cm×長さ17cm　
（発熱体）14×21.5cm×2パック　●素材：ポリエステル　●温度：
［高温］～最大55℃　［中温］～最大55℃　［低温］～最大45℃　
●設定可能時間：15分,30分,60分　●発熱時間目安：（4000mAh
のモバイルバッテリー使用の場合理論値）［高温］約1.5時間［中
温］約2時間［低温］約3時間　●電源：USB（5V2A）　※モバイ
ルバッテリーは付属しておりません。　●ロゴス

304586商品番号

new!

バッテリー
収納スペース

1

2

3

■
巣
箱
・
ア
ウ
ト
ド
ア
・
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
■

27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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双眼鏡のえらび方 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。
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

8×42
倍率 対物レンズの

口径の直径（mm）

双眼鏡のキホン

対物レンズ

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

双眼鏡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）」「フローライト（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

※色にじみを説明するために画像は加工しています。

色にじみしていない色にじみしている

ノーマルレンズ フローライト系・蛍石特殊低分散ガラス（ED、XD）

4

1

3

2

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

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

最短合焦距離とは

倍率とは★

アイレリーフ★

口径の選び方

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。

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。

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。

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。

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。

※ 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。

100m10m

10倍の双眼鏡を使ったとき

例100m先のものをみたとき

●8倍or10倍？ 選び方

●軽いor重い？

接眼レンズ

アイレリーフ
真横から見た図

★…双眼鏡・望遠鏡に共通した内容です。

  birdshop@wbsj.org

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

B I N O C U L A R S  
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望遠鏡を始めよう！ 望遠鏡のキホン

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。

値が小さい

値が大きい

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。

直営店「バードショップ」では、自分に合った双眼鏡や望遠
鏡の選び方を相談できる光学機器相談会を定期的に開催
しています。カタログ掲載の実機を直接手にとって試すこ
とができ、その場でスタッフに質問や相談ができます。開
催情報は、日本野鳥の会通信販売
のTwitterやブログ、メールマガジ
ンで配信しますので、チェック！

1,000m視界のはなし 冬の光学機器相談会！

4

1

2

3
防水機能について★

@b_nagagutsuTwitter

スタッフブログ
http://wildbird.seesaa.net/

望遠鏡の対物レンズ口径とアイピース

２つの形　直視型 or 傾斜型

三脚の選び方

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！

口径は主に小・中・大の３つに分けられます。

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.37）。

※ 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。

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。

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。

直視型

傾斜型

対物レンズ

接眼レンズ

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㎜～）

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。

T E L E S C O P E & T R I P O D  

フィールドマナー  ち  … 近づかないで、野鳥の巣
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フック

¥1,980
◦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。

ビノキュラーカバー
306104商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

ワンタッチで雨や雪から双眼鏡を守ります。
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。

※写真は
Mサイズです。

便利なレンズクロス付きのフリース生地でできた双眼鏡入れで
す。サイズは20〜30口径用のＳサイズと40口径用のＭサイズ
の2種。Mサイズは高さのある「ツァイスVictory SF」(P.35) 
まで入ります！　カワセミの当会オリジナル織ネーム付きです。

レンズ
クロス付

それぞれのアイコンの説明 本体重量が500g以下の双眼鏡、
1,000g以下の望遠鏡です。軽 量

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

フローライト（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。

フローライト特殊低分散ガラスを使用し、
色収差を低減しています。特殊レンズ

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

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。アイレリーフ 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。防 水

※８倍のみ該当する機種もアイコンをつけています。

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）

軽 量 アイレリーフ 防 水

スターターセット ニコン プロスタッフ7S 8×30
¥26,510▶セット割引価格 ¥19,800 198129商品番号

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

持ち歩きに便利なポケットサイズの図鑑が
２冊セットになってお買い得！初めての双眼鏡

4 4 4

でおすすめはこちら

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。

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。

◦サイズ（約）：（S）縦20×横18×マチ5cm、（M）長さ24×横20×マチ5cm　
◦素材：フリース、プラスチック、ポリエステル、綿　◦レンズクロス付　
◦カワセミのイラスト：宇和島太郎　◦中国製

ビノキュラーポーチ（カワセミ） オリジナル
日本野鳥の会

S 306144商品番号 M 306145商品番号各 ¥1,430

S

M

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）

軽 量 広視野 最短合焦 アイレリーフ特殊レンズ 防 水
◦サイズ：幅12.3×長さ11.9cm　◦ケース、ストラップ付

¥54,560▶セット割引価格 ¥40,700
198130商品番号

重さ：435g 視界：145m

スターターセット 
ニコン モナーク7 8×30

198131商品番号

重さ：440g 視界：117m

スターターセット 
ニコン モナーク7 10×30

¥51,260▶セット割引価格 ¥38,500

どうしても予算を控えたい方はこちらこれがおすすめ！

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

B I N O C U L A R S  
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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。

口径タイプ
20

防  水アイレリーフ
軽  量 広視野

防  水アイレリーフ軽  量 最短合焦

特殊レンズ最短合焦
アイレリーフ 防 水
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双眼鏡 コンパクトでお手頃価格な
ハンディタイプ。

コーワのフラグシップモデルの
ハンディタイプ。

コンパクト双眼鏡の枠を超えた
明るさと広い視界。

バランスのとれた小口径の双眼鏡。
最初の1台に。

見え味、携帯性、価格と
バランスがとれた機種。

ニコン スポーツスターEX
8×25D CF
¥15,400▶割引価格 ¥11,550

101191商品番号

重さ：300g 視界：143m

防  水軽  量 広視野
●サイズ：幅11.4×長さ10.3cm　●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
●サイズ：幅11.2×長さ10.5cm　●ケース、ストラップ付

●サイズ：幅10×長さ11.2cm
●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

ニコン スポーツスターEX
10×25D CF
¥17,600▶割引価格 ¥13,200

101192商品番号

重さ：300g 視界：114m

コーワ ジェネシス22 10×22
¥110,000▶割引価格 ¥93,500

106267商品番号

重さ：325g 視界：105m

重さ：290g 視界：130m重さ：310g 視界：119m

重さ：290g 視界：105m重さ：310g 視界：97m

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。

ジェネシスのコンパクトタイプ。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。

フローライト系の硝材（ガラス）を使用したレンズは、コンパクト双眼鏡の中では抜群の見
え味、明るさを感じます。また、8倍で130mという広視界です。

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。

コーワ BD25-8GR 8×25
¥28,600 
▶割引価格 ¥24,310
▶会員価格 ¥22,880 105221商品番号

105221商品番号

ツァイス Victory Pocket 8×25ツァイス TERRA ED ポケット 8×25

ツァイス Victory Pocket 10×25ツァイス TERRA ED ポケット 10×25

¥99,000 
▶割引価格 ¥89,100

¥46,200
▶割引価格 ¥41,580

¥103,400 
▶割引価格 ¥93,060

¥50,600 
▶割引価格 ¥45,540

▶会員価格 ¥85,140▶会員価格 ¥39,732

▶会員価格 ¥88,924▶会員価格 ¥43,516

103155商品番号103145商品番号

103156商品番号103146商品番号

103155商品番号103145商品番号

103156商品番号103146商品番号

重さ：320g 視界：110m
●サイズ：幅10.7×長さ11.1cm　●ケース、ストラップ付

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。

フローライト

コーワ ジェネシス22 8×22
¥104,500▶割引価格 ¥88,825

106266商品番号

重さ：315g 視界：131m

軽  量
最短合焦

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。 ※価格は全て税込（10％）表示です。
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バードウォッチング用の双眼鏡として、ラインナ
ップが多く、もっとも人気があるのがこのサイ
ズ。大きさ、重さ、見え味のバランスが良く、初
めて双眼鏡を購入される方にもおすすめです。

口径タイプ
30

双眼鏡

防  水アイレリーフ軽  量 広視野

ポロプリズムタイプなので奥行きのある見え味。

コーワ 
YFⅡ30-8  8×30
¥16,500▶割引価格 ¥14,025

106423商品番号

重さ：475g 視界：132m
●サイズ：幅11.4×長さ16.0cm　●ケース、ストラップ付

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。

初めての人に
おすすめの双眼鏡。

室長 富岡の
おすすめ

詳しくは30ページスターターセットでお得

コーワ 
YFⅡ30-8  8×30
¥16,500▶割引価格割引価格 ¥14,025

旧モデルに比べ30％以上ワイド化した広視界を実現。

視界が広いため、動き回る野鳥を捉えやす
く、鳥の群れを見た時、その迫力を感じる
ことができます。ボディの長さは12.3cm
と、とてもコンパクトで女性の手のひらでも
難なく収まります。

●サイズ：幅12.4×長さ11.6cm　
●ケース、ストラップ付

防  水アイレリーフ特殊レンズ
軽  量 最短合焦広視野

コーワ 
BDⅡ32-8XD 8×32
¥48,400▶割引価格 ¥41,140

重さ：540g 視界：154m
106336商品番号

コーワ BDⅡ32-10XD 10×32
¥51,150▶割引価格 ¥43,478

重さ：525g 視界：117m
106337商品番号

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

●サイズ：幅12.4×長さ11.6cm　

BDⅡ32-8XD 8×32
▶▶割引価格 割引価格 ¥¥41,14041,140¥41,14041,140¥¥41,14041,140¥41,140
106336

ニコン
プロスタッフ7Ｓ 8×30

ニコン モナーク7 8×30
 モナーク7 10×30

B I N O C U L A R S  
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広視野 特殊レンズ最短合焦
アイレリーフ 防 水

価格にたがわず、見え味は格別です。

ツァイス
CONQUEST HD 8×32

ツァイス  
CONQUEST HD 10×32

¥105,600
▶割引価格 ¥95,040

¥113,300
▶割引価格 ¥101,970

▶会員価格 ¥90,816

▶会員価格 ¥97,438

101673商品番号

101674商品番号

101673商品番号

101674商品番号

重さ：630g 視界：140m

重さ：630g 視界：118m

●サイズ：幅11.8×長さ13.2cm
●ケース、ストラップ付

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。

ニコンの名機、モナーク７の上位機種。

ニコン モナークHG 8x30

ニコン モナークHG 10x30

¥123,750▶割引価格 ¥105,188

¥129,250▶割引価格 ¥109,863

101461商品番号

101462商品番号

重さ：450g 視界：145m

重さ：450g 視界：121m
●サイズ：幅12.6×長さ11.9cm　●ケース、ストラップ付

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。

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。

コーワ ジェネシス33 
プロミナー 8×33

コーワ ジェネシス33 
プロミナー 10×33

¥165,000▶割引価格 ¥140,250

¥176,000▶割引価格 ¥149,600

106264商品番号

106265商品番号

重さ：590g 視界：140m

重さ：590g 視界：119m

●サイズ：幅12.1×長さ13.1cm
●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。

防  水アイレリーフ
特殊レンズ広視野 最短合焦

（公財）日本野鳥の会の会員証

★ 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記入
していただくと割引が適用されます。

会員価格のご案内

ツァイスの30口径を
この価格で。

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。

●サイズ：幅11.7×長さ12.5cm
●ケース、ストラップ付

防  水アイレリーフ
特殊レンズ最短合焦広視野

重さ：510g 視界：135m

ツァイス テラ ED 8×32
¥59,400▶割引価格 ¥53,460

101579商品番号ブラック

101576商品番号グリーン

101575商品番号グレー

重さ：510g 視界：112m

ツァイス テラ ED 10×32
¥66,000▶割引価格 ¥59,400

101601商品番号ブラック

101577商品番号グリーン

101578商品番号グレー

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。

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。 ※価格は全て税込（10％）表示です。
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ワンタッチで
双眼鏡を着脱
ワンタッチで
双眼鏡を着脱
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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。

口径タイプ
40

双眼鏡

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。

ニコンの
ミドルクラス。

特殊レンズ アイレリーフ 防 水
●サイズ：幅12.9×長さ14.5cm　●ケース、ストラップ付 ●サイズ：幅13×長さ14.2cm　●ケース、ストラップ付

モナーク7に比べると、明るさや視界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。

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。

室長 富岡の
おすすめ

防  水アイレリーフ特殊レンズ広視野

40口径など、大きめ・重めの双眼鏡は首にかかる負担があ
ります。そんな悩みを軽減させるアイデア商品です。

●素材：ポリプロピレ
ン、牛革　●重さ（約）：
170g　●日本製

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。 ※双眼鏡は含まれません。

ホルスター型 クビラックⅢ
¥5,217 103331商品番号

オリジナル
日本野鳥の会

重量配分をボディ中心部に
集めることにより
“持つ手に重さを
感じさせない”
優れた重量バランス！

●サイズ：幅12.8×長さ13.9cm　●ケース、ストラップ付
防  水アイレリーフ特殊レンズ最短合焦広視野

コーワ BDⅡ42-8XD 8×42
¥55,000▶割引価格 ¥46,750

重さ：640g 視界：143m
106338商品番号

コーワ BDⅡ42-10XD 10×42
¥57,200▶割引価格 ¥48,620

重さ：645g 視界：126m
106339商品番号

¥45,100▶割引価格 ¥38,335
101451商品番号

重さ：590g 視界：110m

ニコン
モナーク5　8×42

¥60,500▶割引価格 ¥51,425
101447商品番号

重さ：650g 視界：140m

ニコン
モナーク7　8×42

¥47,300▶割引価格 ¥40,205
101452商品番号

重さ：600g 視界：96m

ニコン
モナーク5　10×42

¥63,800▶割引価格 ¥54,230
101448商品番号

重さ：660g 視界：117m

ニコン
モナーク7　10×42

持った時の重さを感じさせないバランスの良さがイチオシ。今まで重さを理由に40口径ク
ラスを敬遠していた人にもおすすめです。

B I N O C U L A R S  

Wild Birdメールマガジン配信中!!は Wildbirdメルマガ　で検索　https://www.wbsj.org/shopping/shop/online-shopping/

40口径の一番の特徴は何と言っても「迫力」です！ 例えるなら映

画をタブレット端末で見るか、テレビの大画面で見るかくらいの違

いがあります。素晴らしい野鳥の世界との出会いは、疲労感をも

簡単に吹き飛ばしてくれます！！　私は、出張など荷物が多く移動

の合間にしか観察できないときは、20口径の双眼鏡を使います

が、それ以外のときは、必ず40口径の双眼鏡を

持ち歩きます。長時間観察する時は、「クビラッ

ク」を使用したり、双眼鏡ストラップを斜め掛け

にすることで、首への負担を軽減しています。

40口径のすごさは、「迫力」！！

販売担当
瀬古
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防  水アイレリーフ
特殊レンズ最短合焦

ツァイスのミドルクラス。
見え味は抜群です。

ツァイス CONQUEST
10×42HD

ツァイス CONQUEST
8×42HD

¥124,300▶割引価格 ¥111,870

¥116,600▶割引価格 ¥104,940

101672商品番号

101671商品番号

重さ：795g 視界：115m

重さ：795g 視界：128m

●サイズ：幅12×長さ15cm
●ケース、ストラップ付

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.35）を使用するのをおすすめします。

室長 富岡の
おすすめ

人気のツァイステラシリーズの42口径。

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。

●サイズ：幅12×長さ14.2cm
●ケース、ストラップ付

防  水アイレリーフ
特殊レンズ最短合焦

進化するモナークシリーズ。

ツァイスの最高級モデル。

コーワのフラッグシップモデル。
にじみ（色収差）がなく、見え味は抜群です。

ニコン モナークＨＧ 8×42 コーワ
ジェネシス44 8.5×44

ニコン モナークＨＧ 10×42

コーワ
ジェネシス44 10.5×44

¥126,500▶割引価格 ¥107,525
¥192,500▶割引価格 ¥163,625

¥132,000▶割引価格 ¥112,200

¥203,500▶割引価格 ¥172,975

101471商品番号

106262商品番号

101472商品番号

106263商品番号

重さ：665g 視界：145m

重さ：940g 視界：122m

重さ：680g 視界：121m

重さ：960g 視界：108m

●サイズ：幅13.1×長さ14.5cm　●ケース、ストラップ付

●サイズ：幅13.8×長さ16.5cm
●ケース、ストラップ付

モナークシリーズは、2002年の発売以来18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.35）とのご使用がおすすめ。

ツァイス Victory
SF 8×42

ツァイス Victory
SF 10×42

¥341,000▶割引価格 ¥306,900

¥352,000▶割引価格 ¥316,800

101665商品番号

101666商品番号

重さ：780g 視界：148m

重さ：780g 視界：120m
●サイズ：幅12.5×長さ17.3cm　
●ケース、ストラップ付

防  水特殊レンズ アイレリーフ広視野 最短合焦
防  水

特殊レンズ アイレリーフ最短合焦

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

アイレリーフ広視野 最短合焦 防  水フローライト

重さ：725g 視界：125m

ツァイス テラED 8×42
¥66,000▶割引価格 ¥59,400

101602商品番号ブラック

101582商品番号グリーン

101581商品番号グレー

重さ：725g 視界：110m

ツァイス テラED 10×42
¥73,700▶割引価格 ¥66,330

101603商品番号ブラック

101584商品番号グリーン

101583商品番号グレー

※価格は全て税込（10％）表示です。
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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。

50
口径

コンパクト

望遠鏡

◦サイズ：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。

フィールドスコープ 
ED50 20〜60倍ズームセット
¥80,300
▶割引価格 ¥68,255 105883商品番号

重さ：605g

特殊レンズ 防  水軽  量

双眼鏡や望遠鏡、商品についてのお問い合わせ
お気軽にどうぞ。 

FAX：03-5436-2636 
メール：birdshop@wbsj.org 

特殊低分散レンズを
採用した高級機種。

992gの軽量ボディ！

EDレンズを採用  色収差を低減。

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！

60
口径軽  量 防  水

TSN-602
（20-60倍ズーム）セット
¥88,000▶割引価格 ¥74,800 105881商品番号

重さ：992g
◦サイズ：長さ35.5cm　◦ケース別売　◦アイピースTE-９Z付

55
口径軽  量 防  水フローライト

TSN-554
15〜45倍ズーム（一体型）

¥226,600▶割引価格 ¥192,610 105332商品番号

重さ：800g
◦サイズ：長さ28.8cm　◦ケース別売　◦アイピース一体型

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。

60mm対物レンズを搭載、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。

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。

66
口径

TSN-664M 
プロミナー（20-60倍ズーム）セット
¥134,200▶割引価格 ¥114,070 105882商品番号

重さ：1,292g
◦サイズ：長さ39cm　◦ケース別売　◦アイピースTE-９Z付　

防  水特殊レンズ

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
¥214,500▶割引価格 ¥182,325

101478商品番号

重さ：1,660g
◦サイズ：長さ35.4cm　◦ケース別売　
◦アイピースＭＥＰ３０-６０倍ワイドズーム付　
◦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。

防  水特殊レンズ

コンパクト

コンパクトコンパクト

接続にバランスプレートの
使用がおすすめです。

エツミ 
スライディングプレート
¥2,200 102531商品番号

◦サイズ（約）：幅3×長さ16cm　
◦重さ：60g

60
口径

大型

B I N O C U L A R S  
望遠鏡に対応する三脚サイズを
示しています。

ベルボン DV-538

ベルボンＭ47

数量限定

数量限定
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※価格は全て税込（10％）表示です。

82
口径

視界がすみずみまでクリアに見え
ストレスがない。

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！

蛍石を採用した
コーワのフラッグシップモデル。

ツァイススポッティングスコープ
最高性能を誇るモデル。

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
¥247,500▶割引価格 ¥210,375 101479商品番号

重さ：2,050g
●サイズ：長さ41.7cm　●ケース別売　
●アイピースＭＥＰ３０-６０倍ワイドズーム付

ピントの合う範囲が広く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。

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。

視界の広さ、明るさ、解像度は抜群です。最大倍率にしてもクリアな視界を保
ちます。

防  水特殊レンズ

77
口径

TSN-774
プロミナー（25-60倍ズーム）セット
¥253,000▶割引価格 ¥215,050 105878商品番号

重さ：1,695g
●サイズ：長さ38cm　●ケース別売　●アイピースTE-11WZ付

防  水特殊レンズ

大型

大型

95
口径

85
口径

大型

大型

88
口径

TSN-884プロミナー（25-60倍ズーム）セット
¥363,000▶割引価格 ¥308,550 105879商品番号

重さ：1,885g
●サイズ：長さ41.5cm　●ケース別売　●アイピースTE-11WZ付

防  水フローライト

105917商品番号

Victory Harpia 95　
専用アイピース23-70倍付き
¥509,300▶割引価格 ¥432,905

重さ：2,298g

●サイズ：長さ45cm　●ケース別売
●専用アイピース付

105915商品番号

防  水フローライト

¥445,500▶割引価格 ¥378,675
重さ：2,154g

●サイズ：長さ42cm　●ケース別売
●専用アイピース付

Victory Harpia 85　
専用アイピース22-65倍付き

ハーピア

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。

軽くてコンパクト!

ベルボンＭ47

コンパクト

●サイズ：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

割引価格 ¥4,125

三脚 iPhoneでお手軽野鳥撮影！

※ iPhone10、11
には対応していま
せん。

TSN-IP6(iPhone6用)
TSN-IP7(iPhone7・8・SE用)

¥6,600▶割引価格 ¥5,610

101707商品番号

101708商品番号

コーワのスコープ（TSN-774、884）の接眼レンズ
部分に、iPhoneを取り付けてお手軽に望遠撮影が楽
しめます。別売のアダプターを使えば、TSN-662、
602への接続も可能です。

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。

大型

大口径スコープでしっかり
観察したい方におすすめ！

ベルボン DV-538

●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　●ケース付

102503商品番号割引価格 ¥19,250

T E L E S C O P E & T R I P O D  

15%
OFF



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
￥200（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10%）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￥710一律です。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、日時指定の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､
数量限定商品以外にも商品売り切れによりお届けできない場合もござい
ますが、その際はご容赦願います。

●商品は10月5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

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）

包装の色は変わることがございます。

カタログに掲載していない商品もございます。

〈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。
※新型コロナウイルスの感染対策として、当会ではテレワークを実施しております。

お電話受付は原則、月・木とさせていただきます。
 （8月末日現在）。
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会員
 募集中！！

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。

03-5436-2630
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。

2019年度は、総額8,135,937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 8,135,937円

日本野鳥の会カードのお申込みはオリコホームページから

日本野鳥の会カード

バ
ー
ド
メ
イ
ト
ピ
ン
バ
ッ
ジ

「
フ
ク
ロ
ウ
」

■種類：フクロウ　■イラスト：武藤修　■大きさ（約）：22×26mm

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。

ご寄付のお願い

1口1,000円で
「バードメイト」
（フクロウ）

ピンバッジを
1つプレゼント

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

《お申込み方法》

ご寄付のみの場合
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。

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。2019年度は、
1,849件、総額1,885,100円のご寄付をいただきまし
た。今後もご支援をよろしくお願いいたします。

「バードショップ」直営店
JR山手線目黒駅より、東急目黒線で1駅。東京都品川区の「不動前」駅近
くに日本野鳥の会の直営店「バードショップ」があります。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。野鳥のこと、双
眼鏡のこと、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

バードショップ
公衆トイレ公衆トイレ

ドラッグ
ストア
ぱぱす carna五反田

〈アクセス〉
東急目黒線「不動前」駅より
徒歩約5分

直営店「バードショップ」
営業時間：11:00～17:00
定休日：日曜日・祝日・年末年始
電話：03-5436-2624

〒141-0031
東京都品川区西五反田3-9-23丸和ビル3F

毎週土曜日も営業中

注文用紙の
こちらにご寄付
いただける金額を
ご記入ください。

●バードショップオンライン 「Wild Bird」でもお買い物と
　いっしょにご寄付していただけるようになりました。

お買い物の際のご寄付、ありがとうございます。
「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。

通販カタログ
「バードショップ」2020年秋冬号
2020年10月1日発行

500円のお買い物で1ポイント（ご購入金額の4％相当）を差し上げます。
10ポイントで200円分のお買い物にご利用いただけます。有効期限はあり
ません。

ポイントカードでお得！直営店限定

※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。

※画像はイメージです。

※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。

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。

商品のご注文と同時にお申込みの場合1

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、通常より
お届けにお時間をいただくことがあります。

＜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
メール：birdshop@wbsj.org

感染予防対策として、以下のことを行いながら営業しております。
● お客さまへのマスク着用、手指消毒のお願い
● 試着商品等のアルコール消毒や洗濯

● スタッフのマスク着用
● 室内の換気、飛沫防止シートの設置
● 店内が混雑した場合の入場制限
ご理解ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

～新型コロナウイルス感染予防対策について～
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