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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。

F A I R  
T R A D E  
G O O D S

オーガニックコットンのやわらかなショール

植物素材の小物入れ

手織りで作られた薄手のショー
ル。たたむとコンパクトになるの
で、夏の冷房対策にも。

パティ草は湿地帯で
育つ植物で、持続可
能な原料として知られ
ています。これを編ん
で作られた蓋つき小
物入れです。

ホグラというガマの仲
間の植物を用いた手
芸バスケット。2段に
なっており、整理して
ものが入れられます。
ピンクッション付き。

¥3,190 ¥3,850
◦サイズ（約）：縦13×横15×奥行き15cm　◦素材：パティ草、グラスビーズ、テラコッタビー
ズ、リサイクルコットンサリー、綿糸　◦生産地：バングラデシュ　◦フェアトレードカンパニー

◦サイズ（約）：（本体）径22×高さ16cm、（蓋）径25×高さ4.5cm、（ピンクッション）径7×高
さ5cm　◦素材：ホグラ、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

パティ草小物入れ 手芸バスケット
631355商品番号 631356商品番号

◦ サ イズ（ 約 ）：80×
180cm　◦素材：オー
ガニックコットン100％　
◦生産地：インド　◦シ
サム工房

各¥4,290

オーガニックコットン フワリショール

631359商品番号

631360商品番号

Aライトブルー
Bイエロー

A

B

端切れを有効活用したポーチ

洋服の製作工程で日々
生まれる布地のカケラ
を 有 効 活 用した ポ ー
チ。少し大きめなので、
カバンの中の小物をま
とめるのに便利。お好き
な紐をつければサコッ
シュにもなります。

◦サイズ（約）：24×19cm　◦素材：コットン
100％　◦ファスナー開閉　◦生産地：ネパー
ル　◦シサム工房
※ベースの色だけを指定し、その時ある布の組
み合わせで生産しているため、布地の組み合わ
せは一つひとつ異なります。ご了承ください。

各¥1,980
カケラポーチ

631361商品番号

631362商品番号

631363商品番号

Aナチュラル系
Bグリーン系
Cレッド系

A

B

C

数量限定new!

数量限定new!

数量限定new!数量限定new!

サイドの耳に紐がつけられます。
※紐は付属しておりません。

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。
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自然素材のあたたかみあるプランター

通気性、吸水性、排水性
に優れた自然素材、テラ
コッタのプランター。見た
目もかわいいA鳥型と、
シンプルな形で植物と鳥
がデザインされたBの2
種をご用意。四季折々の
花を楽しんでください。

631060商品番号

◦サイズ（約）：A縦11×横18×高さ11cm、B直径15.5×高さ17cm　◦底に水抜き
穴あり　◦素材：テラコッタ　◦生産地：バングラデシュ　◦フェアトレードカンパニー

テラコッタプランター 数量限定

¥2,420
A鳥型 631338商品番号

new!

B丸型 631357商品番号

¥2,750
A

B

ナチュラルな蚊取り線香＆ホルダー

大人気の「小鳥の蚊取り線香ホルダーB」が再登場！ 今年は、フタなしの本体が鳥型
のタイプAも新登場です。テラコッタ製で重さがあるので、ひっくり返す心配が少な
い商品。アロマ線香は、インドで蚊が嫌う香りとして知られている植物を使ったさわ
やかな香り。

◦サイズ（約）：直径13cm　◦素材：ユーカリブルーガム、カンファ
ー、シトロネラ、レモングラス、カミメボウキ（ホーリーバジル）　◦燃
焼時間：約6時間　◦生産地：インド　◦フェアトレードカンパニー
※天然由来の成分で製造しているため、線香が多少もろいことがあ
ります。お取扱いにご注意ください。

※プランターのみです。植物は付属しておりません。

¥1,100

アロマ線香　8巻き入り蚊取り線香ホルダー
¥2,420
A鳥型

631358商品番号

◦サイズ（約）：A縦13×横22×奥行き7.5cm、B直径18×
高さ15cm　◦素材：テラコッタ、鉄（Aのみ）　◦生産地：バ
ングラデシュ　◦フェアトレードカンパニー

B小鳥ふた付き
621027商品番号

¥2,970

A

B

ネパールの循環するものづくりを応援

寄木細工の模様が美しいコースター。資源が乏しく他国からの
輸入に頼らなければならないネパールで、ネパールに自生する
木を使用し、循環するものづくりに取り組む職人さんの作品。

A B

◦サイズ（約）：10.5×10.5cm　◦素材：木（シマタゴ、シソー、サンジ）　◦生産地：ネ
パール　◦シサム工房　※自然素材のため、小さな傷があることや、ご使用状況によっ
て反りが出る場合がございます。ご了承ください。

各¥1,430

寄木細工コースター

631364商品番号 631365商品番号Aシカク Bマル

数量限定new!

数量限定
数量限定

new!

※価格は全て税込表示です。birdshop@wbsj.orgFAXでのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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コクのある苦味と深い香り

その一杯が、渡り鳥の生息地を守る 
～バードフレンドリー®コーヒー豆を使ったオリジナルブレンド～

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。

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。

シマフクロウブレンド オリジナル
日本野鳥の会

各¥900 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

タンチョウブレンド オリジナル
日本野鳥の会

各¥900 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

まろやかな苦味とさわやかな香り

コーヒー豆は空気に触れると味や香りに影響があり
ますが密封容器で保存することで、美味しさを長持
ちさせることができます。コーヒーのほかにもナッ
ツやお餅、乾物などの保存にも、大変便利です。

美しいシマフクロウのコーヒー缶。風味を長期保存！

コーヒー
だけじゃない！
たとえば
こんなものを…

※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。　
※包装はされておりません。プレゼント包装のご希望は、1個￥200にて承ります。

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

各¥2,420
コーヒーと缶入りセットもあります

¥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

オリジナル
日本野鳥の会

数量限定

サングロウン（日なた栽培）

シェードグロウン（木陰栽培）

バードフレンドリー®認証コーヒー

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）が主流で

す。しかし、この方法では渡り鳥の中継地となる森
林が破壊されてしまいます。そこで、渡り鳥の中継
地を守るため熱帯雨林を伐採するのではなく、その
木陰で栽培するシェードグロウン（木陰栽培）とい
う方法が注目されています。このバードフレンドリー
コーヒーは、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与えられる認証で
す。栽培された環境や生産農家のことを気にかけて
コーヒーを選ぶ人が増えることが、生態系や生物多
様性を守ることにつながっていきます。

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。
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サシバの環境に配慮して栽培された小麦を使用

三宅島産のフルーツを味わう

20種もの雑穀を漢方薬剤師
指導の下ブレンドしたパウダー。

自然と共生してつくられたお茶

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。

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？

雑草こそ大切な栄養源との考え
のもと、無農薬・無施肥で栽培
されたお茶。畑には野鳥の声が
響き、キジが巣をつくるほど豊か
な環境で栽培されています。や
ぶきた品種の柔らかな芽を使用し
た深蒸し茶。

お好みではちみつなどと一緒に牛乳に溶かして飲んでもよし、お菓子
やパンの生地に混ぜ込んでもよし、様々な使い方ができます。栄養
たっぷりのため、食の細い方への補助食としても。「季節の美味しさ
を届ける」をコンセプトにしたブランドで、パッケージには季節を感

じる野鳥をデザイン。定番商品の本品は
身近な野鳥スズメがモデルです。

◦内容量：100g　
◦賞味期限：製造より1年　
◦杉本園

自然栽培茶「初芽」

¥1,404 710085商品番号

◦内容量：150g　◦原材料：大豆（国産）、全穀粉（大麦、うるち玄米、発芽玄米、丸麦、胚芽押
麦、もち玄米、もち麦、もち黒米、青大豆、もちきび、ハト麦、もち赤米、もちあわ、黄大豆、黒大
豆、小豆、ひえ、とうもろこし）、黒ゴマ、黒大豆（兵庫県産）、玄米、米ぬか　※黒ゴマを除いて、
全て国産（残留農薬検査済）　◦賞味期限：製造より1年　◦はこびどり

香ばしパウダー

¥1,200 710355商品番号

¥2,160
サシバの里の里山うどん細麺セット

710343商品番号

◦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。

数量限定

島の固有種、アカコッコなどが観察できる通称
「バードアイランド三宅島」。島の農園で無農薬栽
培し、冬季に収穫されたレモンを使用。現地のギャ
ラリーカフェカノンの自家製フルーツソースを今回
特別に、数量限定で販売いたします。ヨーグルトや
アイスにかけたり、パンに塗ってお楽しみください。

¥1,350
島レモンフルーツソース

710354商品番号

◦内容量：130g　◦原材料：レモン（三宅島産）、砂糖、ペクチン　
◦賞味期限：製造より6ヶ月　◦ギャラリーカフェカノン

数量限定new!

数量限定new!

刈り取った雑草がお茶の木の栄養源となる。

大崎農園さん収穫のレモンです！

レシピ付

※価格は全て税込表示です。birdshop@wbsj.orgFAXでのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636

■
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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。

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）

2

1

4

3

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。

初めての方は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

☎︎ 03-5436-2626（平日10：00〜17：00）   birdshop@wbsj.org
※電話は月・木のみ対応します。

★…双眼鏡・望遠鏡に共通した内容です。

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

B I N O C U L A R S  

※価格は全て税込表示です。
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■
望
遠
鏡
・
双
眼
鏡
■

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。

1,000m
視界の
はなし

4

1

2

3
防水機能について★

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。

※８倍のみ該当する機種もアイコンをつけています。

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

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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初めてのバードウォッチングにおすすめの双眼鏡

30

初心者にこちらをおすすめする理由

セット内容 　1ニコン モナーク7 8×30または10
×30またはプロスタッフ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

スターターセット 
ニコン モナーク7 10×30
¥54,560
▶セット割引価格 ¥40,700 198131商品番号

重さ：440g 視界：117m

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

図鑑付き！

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。

双眼鏡を選ぶ際の大きなポイントは、視野の広さ、大きさ、重さです。３つのバラン
スが良いのが30口径で、その中でも価格とのバランスが良い３機種をご紹介して
います。
一番のおすすめは、「モナーク７ ８×30」。河川や湖沼等開けていて遠くにいる野
鳥を観察することが多い方には「モナーク７ 10×30」をおすすめ。予算を抑えたい
方は、視野が狭く、暗くなってしまいますが「プロスタッフ7S」をどうぞ。セットの図
鑑は、良く見られる種類に絞って掲載しているため、初心者でも比較的簡単に調べ
ることができます。

レンズ
クロス付

◦サイズ（約）：（Ｓ）縦17×横18×マチ5cm、（Ｍ）縦19×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

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。

スターターセット 
ニコン モナーク7 8×30
¥51,260
▶セット割引価格 ¥38,500 198130商品番号

重さ：435g 視界：145m

イチオシ!

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 最短合焦

双眼鏡 コンパクトでお手頃価格な
ハンディタイプ。

二軸タイプでより小さく。携帯性に優れた一台。

コンパクト双眼鏡の
枠を超えた広い視界。

見え味、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

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

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

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。

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

コンパクトでクリアな視界。

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。

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

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。

特殊レンズ最短合焦
アイレリーフ 防 水

◦サイズ：幅11.5×長さ11.1cm
◦ケース、ストラップ付

軽  量

◦サイズ：幅10×長さ11.2cm
◦ケース、ストラップ付

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。

防  水アイレリーフ
軽  量 広視野 フローライト

最短合焦

ピントリングは手前側に
配置されて、片手でも
扱いやすいデザイン。
ハイコントラストでシャ
ープな像質は、肉眼で
見たままを再現してくれ
ます。
※10倍もあります。

コンパクト双眼鏡のあこがれの一台。

◦サイズ：幅9.8×長さ11.0cm
◦ケース、ストラップ、レンズクロス、
　アイピースカバー付

防  水アイレリーフ特殊レンズ軽  量

スワロフスキー CP POCKET Elegant 8×25
¥119,900▶割引価格 ¥107,910

重さ：345g 視界：119m

106071商品番号グリーン
106073商品番号ブラック

重さ：290g 視界：105m

ツァイス Victory Pocket 10×25
¥103,400 
▶割引価格 ¥93,060 103156商品番号

重さ：290g 視界：130m

ツァイス Victory Pocket 8×25
¥99,000 
▶割引価格 ¥89,100 103155商品番号

ツァイス TERRA ED ポケット 10×25
¥50,600 ▶割引価格 ¥45,540

103146商品番号グレー

103158商品番号ブラック

重さ：310g 視界：97m

ツァイス TERRA ED ポケット 8×25
¥46,200▶割引価格 ¥41,580

103145商品番号グレー

103157商品番号ブラック

重さ：310g 視界：119m

※価格は全て税込表示です。birdshop@wbsj.orgFAXでのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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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。

詳しくは30ページスターターセットでお得

ツァイスの
エントリー機種。

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

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

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

初めての人におすすめの双眼鏡。

室長 富岡の
おすすめ

B I N O C U L A R S  

FAXのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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広視野 特殊レンズ最短合焦
アイレリーフ 防 水

ツァイスのミドル機種。

◦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。

重さ：630g 視界：118m

ツァイス  
C

コンクエスト

ONQUEST HD 10×32
¥113,300
▶割引価格 ¥101,970 101674商品番号

重さ：630g 視界：140m

ツァイス
C

コンクエスト

ONQUEST HD 8×32
¥105,600
▶割引価格 ¥95,040 101673商品番号

周辺部までくっきり見える。

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。

ELシリーズがさらに使いやすくリニューアル。

広視界だから10倍でも
オールラウンドに活躍する一台。

コーワ ジェネシス33 
プロミナー 8×33

スワロフスキー EL32 
SWAROVISION WB 8×32

コーワ ジェネシス33 
プロミナー 10×33

スワロフスキー EL32 
SWAROVISION WB 10×32

¥165,000▶割引価格 ¥140,250 ¥291,500▶割引価格 ¥262,350

¥176,000▶割引価格 ¥149,600 ¥297,000▶割引価格 ¥267,300

106264商品番号 101805商品番号

106265商品番号 101806商品番号

重さ：590g 視界：140m 重さ：595g 視界：141m

重さ：590g 視界：119m 重さ：595g 視界：120m

◦サイズ：幅12.1×長さ13.1cm
◦ケース、ストラップ付

◦サイズ：長さ13.8×幅12.6cm　
◦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。

従来の「ELスワロビジョン」シリーズが、より使いやすくリニューアルしました。「ELシリー
ズ」の明るさを継承し、周辺部までゆがみのない見え味が楽しめます。

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

会員価格のご案内

★�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」の表示がある商品は、日本野鳥の
会に年会費をお支払いいただいている会員の
方が対象となります。会員の方には、写真の会
員証をお送りしています。日本野鳥の会の会員
には、オンラインからも申し込みできます。
「日本野鳥の会　入会」で検索。

防  水
アイレリーフ広視野 最短合焦

フローライト

最短合焦 アイレリーフ広視野
防 水特殊レンズ フローライト

カールツァイス最高級モデル。広い視界と、周辺部まで新鮮でクリアな見え味です。

101667商品番号

ツァイス　Victory SF 8×32
¥324,500▶割引価格 ¥292,050

◦サイズ幅：11.2×15.2cm　◦ケース・ストラップ付
重さ：600g 視界：155m

101668商品番号

ツァイス　Victory SF 10×32
¥335,500▶割引価格 ¥301,950

◦サイズ幅：11.2×15cm　◦ケース・ストラップ付
重さ：590g 視界：130m

※価格は全て税込（10％）表示です。
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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。

お手頃な40口径。

◦サイズ：幅13×長さ14.2cm　◦ケース、ストラップ付
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

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

ツァイスのエントリー機種。

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

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

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！

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

◦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

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。

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。

B I N O C U L A R S  

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

ツァイスのミドル機種。

ツァイス C
コンクエスト

ONQUEST
10×42HD

ツァイス C
コンクエスト

ONQUEST
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

周辺部までくっきり見える。

見え味、持ったときのバランスが良く
ずっとのぞいていられる。

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。

スワロフスキーから最上級の双眼鏡が誕生。

ニコン モナークＨＧ 8×42

コーワ
ジェネシス44 8.5×44

スワロフスキー 
NL P

ピュア

URE 8×42

ニコン モナークＨＧ 10×42

コーワ
ジェネシス44 10.5×44

スワロフスキー 
NL P

ピュア

URE 10×42

¥126,500▶割引価格 ¥107,525

¥192,500▶割引価格 ¥163,625

¥423,500▶割引価格 ¥381,150

¥132,000▶割引価格 ¥112,200

¥203,500▶割引価格 ¥172,975

¥429,000▶割引価格 ¥386,100

101471商品番号

106262商品番号

106430商品番号

101472商品番号

106263商品番号

106431商品番号

重さ：665g 視界：145m

重さ：940g 視界：122m

重さ：840g 視界：159m

重さ：680g 視界：121m

重さ：960g 視界：108m

重さ：850g 視界：133m

◦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

◦サイズ：長さ15.8×幅13.1cm
◦ケース、ストラップ付

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。

スワロフスキーのフラッグシップモデル。2020年秋、スワロフスキー双眼鏡の代名詞とも
言える「ELシリーズ」を越える双眼鏡が誕生しました。

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

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

アイレリーフ広視野 最短合焦
防  水フローライト

アイレリーフ広視野 最短合焦
防  水フローライト

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

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。重量バランスが良く、
ピントリングが使いやすいので、夢中でずっと見ていられる魅惑の双眼鏡です。

◦サイズ：幅12.5×長さ17.3cm　
◦ケース、ストラップ付

ワンタッチで
双眼鏡を着脱

 

■
望
遠
鏡
・
双
眼
鏡
■

※価格は全て税込表示です。birdshop@wbsj.orgFAXでのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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望遠鏡
おすすめの

小 型 中 型

EDレンズを採用  色収差を低減。

◦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。

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

防  水特殊レンズ

中 型 60
口径

特殊低分散レンズを採用した
高級機種。

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

中 型 66
口径

D

A

B

C

D

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。

◦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

50
口径

A
小 型

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！

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

55
口径

B
小 型

992gの軽量ボディ！

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

60
口径

C
中 型小 型

防  水特殊レンズ

スワロフスキー STS65HD+25-50x セット
¥297,000▶割引価格 ¥267,300 105381商品番号

重さ：1375g
◦サイズ：長さ37.5cm　◦ケース別売り　◦アイピース25x50-Wズーム付

65
口径

大 型

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

双眼鏡や望遠鏡、商品についてのお問い合わせ

TEL：03-5436-2626（平日10：00〜17：00）

メール：birdshop@wbsj.org 

お気軽にどうぞ。 

※電話は月・木のみ対応します。

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。

T E L E S C O P E
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おすすめの三脚

37

小 型

大 型

滑らかな動きが特長の「オイルフリュード雲台」を
標準装備しています。※この商品は雲台の取り外
しはできません。

¥5,368
◦サイズ（約）：155cm（伸長・エレベーター使用時）
47.2cm（縮長）　◦重さ（約）：990ℊ　◦耐荷物：1.5kg　
◦ケース付

ベルボンM47 + スマートフォンホルダー
105245商品番号

2方向のストッパーを側面同軸に配置。操作性重視のオイル
フリュード雲台を装備しています。

三脚のポールが四角いので、担いだ時に肩に
当たって痛い！そんな方におすすめな使いが
こちら。座布団をマジックテープなどで巻き付
けて固定すればクッションの役割になるの
で、女性の肩でも移動が楽々です。
※固定テープはご用意ください。

中 型

◦サイズ（約）：160cm（伸長・エレベーター使用時）
51.7cm（縮長）　◦重さ（約）：1600ℊ　◦耐荷物：2kg　
◦ケース付

¥11,800
ベルボンEX-547

105246商品番号

大 型

◦サイズ（約）：173cm（伸長・エレベーター使用時）
57.5cm（縮長）　◦重さ（約）：2025ℊ　◦耐荷物：3kg　
◦ケース付

¥14,800
ベルボンEX-647

105247商品番号

視界がすみずみまでクリアに見え
ストレスがない。

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
特殊レンズ 防  水

大 型 82
口径

F

G

E

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！E

大 型

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

77
口径

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

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。

大 型

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

防  水フローライト
◦サイズ：長さ41.5cm　◦ケース別売　◦アイピースTE-11WZ付

重さ：1,885g

88
口径

F

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。G

防  水フローライト

◦サイズ：長さ42cm　◦ケース別売
◦専用アイピース付

Victory H
ハーピア

arpia 85　
専用アイピース22-65倍付き
¥445,500
▶割引価格 ¥378,675 105915商品番号

重さ：2,154g

大 型 85
口径

◦サイズ：長さ45cm　◦ケース別売
◦専用アイピース付

Victory Harpia 95　
専用アイピース23-70倍付き
¥509,300
▶割引価格 ¥432,905 105917商品番号

重さ：2,298g

大 型 95
口径

防  水フローライト

日本野鳥の会限定！

当会で三脚をお買い上げの方に
ハクバ写真から「カメラ座布団」を

プレゼント！

※価格は全て税込表示です。birdshop@wbsj.orgFAXでのご注文は 24時間
受 付03-5436-2636
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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

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。（3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
「シマアオジ」

■種類：シマアオジ　■イラスト：武藤修　■大きさ（約）：22×28mm

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

昨年はコロナ禍で大変な中、皆さまより多くのバードメイト
ご寄付の申込があり、誠にありがとうございました。本年
も引き続き1口1000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」
（シマアオジ）

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〕

ご注文の際に皆さまからいただくご寄付。2020年は、
コロナ禍で大変な時期となりましたが、皆さまのご支援
により2,169件、総額2,596,899円のご寄付がありま
した。今後と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
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。

通販カタログ
「バードショップ」2021年春夏号
2021年4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。

《お申込み方法》

ご寄付のみの場合
同封の「バードメイト」お申込み用紙
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

※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、
お届けまで10日ほどお時間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～

コロナ禍ですが、万全の対策をたてて営業しております。ぜひお越しください。
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ツバ
メの刺しゅう入り

色鮮やかな刺しゅうキャップ

オールメッシュのキャップ

毎日使えるカジュアルなハット

春夏のバー
ドウォッチ

ングに

活躍するこ
と間違いな

し！

日本野鳥の
会の

オリジナル
帽子

うしろ

D

テープで
サイズ
調節

通気性の良いメッシュキャップ
に新作ツバメ・ネイビーが仲間
入り！　暑い日に蒸れやすい頭
部を紫外線から救ってくれる快
適アイテム。生地は2層構造で
中が透けず、シンプルなデザイ
ンなのでとても使いやすいです。

A
テープで
サイズ調節

うしろ

オリジナル
日本野鳥の会

オリジナル
日本野鳥の会

メッシュキャップ

◦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％　◦ベトナム製

各¥3,300

数量限定

409205商品番号Aツバメ・ネイビー
409203商品番号Bコアジサシ・グレー

ツバが簡単に折り返せ
るので自由にアレンジ
できます。全部折り返
しても可愛いです。

409190商品番号

◦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　
※輸入状況に伴い、入荷が遅れる場合がございます。

¥4,070
オリジナルハット ツバメ

小ぶりでかわいいツバメの刺しゅうネ
ームがポイントのハット。 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。毎日のお出かけ
に使える夏の必須アイテムです！

数量限定

A

B

C

B

NEW
エトピリカ
できました！

NEW
ツバメ

できました！

Bマーク付き！

Aエトピリカ・カーキ

Cアカショウビン・カーキ
Bカワセミ・ネイビー

Dカワセミ・ベージュ

オリジナル
日本野鳥の会

new!

オリジナルキャップ

◦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　◦ベトナム製

409206商品番号

409202商品番号

各¥3,080

409201商品番号

409204商品番号

new!
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