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猛禽類医学研究所 （Institute for Raptor Biomedicine Japan） は、保全医学をテー

マとして活動する獣医療機関です。野生動物は人間の言葉を話せませんが、自然界
で今まさに何が起きているのか、私達へメッセージを発していると考えています。傷病
または死体収容された個体の原因を探ることや現場で調査をすることで、環境で起き
ている異変や私達人間が与えてしまっている影響などの問題を紐解き、具体的な対
策の提案と実行を試みています。

猛禽類医学研究所
【活動拠点】

〒 084-0922 北海道釧路市北斗2-2101
TEL ： 0154-56-3465 FAX ： 0154-56-3466 E-mail ： order@irbj.net

はじめに

口座記号番号

02770-3-46865

口座名称

モウキンルイイガクケンキュウジョ

猛禽類医学研究所

銀行名 支店名

ゆうちょ銀行 279

口座種類 口座番号

当座 0046865

ゆうちょ銀行からのお振込み 他銀行からのお振込み

グッズについて

ご寄付について

猛禽類をもっと身近に感じていただくために、オリジナルグッズを作製しました。
グッズの売り上げの一部は野生復帰が困難と判断されるオオワシやオジロワシ
の治療薬や餌の購入費に充てさせていただきます。

猛禽類医学研究所には、加療により一命を取り留めたものの、後遺症により、

野生復帰が困難と判断されるオオワシやオジロワシがいます。彼らの管理費や
野生動物福祉の向上のための活動に皆様のご協力をよろしくお願い致します。
ご寄付は以下の口座にて承っております。
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ＩＲＢＪとは、Institute ｆor Raptor Biomedicine Japan （猛禽類医学研究所） の略称です。

（表）

¥1,000（+税）

サイズ 25mm×20mm

加工
エポ研ぎ
（七宝焼きなどと同様に表面を研いであります）

仕様 ミニタイタック

サポーターズバッジ

IRBJオリジナルステッカー

¥330（+税）

サイズ 直径70mm

仕様 屋外耐性ラミネート

（裏）
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猛禽類医学研究所の社章としてデザイン・製作した

タイピンタイプのバッジです。オオワシと色合わせし、
体色を忠実に再現したデザインとなっています。
帽子や小物のアクセントとしておすすめです。

猛禽類医学研究所のロゴをステッカーにしてみました。
耐光・耐水加工なので屋外でも使用できます。
ノートパソコンや車などに貼って一緒に出かけましょう！



猛禽類ポストカード

サイズ はがきサイズ

素材 紙

図柄 オオワシ、オジロワシ、シマフクロウ、クマタカ

G オジロワシ （幼鳥）

E オオワシ

F オオワシ

B シマフクロウA オオワシ

C オジロワシ （成鳥）

D クマタカ （幼鳥）

（表）
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1枚 ¥120(+税)

7枚セット ¥700(+税)

オオワシ、オジロワシ、シマフクロウ、クマタカの高品質な
オリジナル画像を用いて製作しました。猛禽たちの美しさと
勇壮さをお便りと一緒に届けてみてはいかがでしょう。



“ちび”ポストカード

サイズ はがきサイズ

素材 紙

図柄 シマフクロウ （ちび）

H I

J

K

L

（表）
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障害を持ちながらも環境教育の場で活躍してくれた、
シマフクロウ親善大使“ちび”のポストカードです。
“ちび”の愛嬌のある表情をお楽しみ下さい。

1枚 ¥120(+税)

5枚セット ¥500(+税)



オオワシ、オジロワシ、クマタカ、シマフクロウ、
親善大使“ちび”の高品質なオリジナル画像を
用いました。そして、新しくオオワシの細密画
クリアファイルも入荷しました！
お好きな猛禽たちで書類や学校のプリントなど、
まとめてみましょう！

オリジナルクリアファイル

サイズ A4

加工 ポリプロピレン

種類
①オオワシ ②オジロワシ ③クマタカ
④シマフクロウ ⑤ちび
⑥オオワシ細密画

各¥328(+税)

（表） （裏）

④

（表） （裏）

②

⑤

（表） （裏）

①

（表） （裏）

③

（表） （裏）

⑥

（表） （裏透明）
写真は白紙入り
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シマフクロウスポーツタオル

サイズ 115cm×40cm

素材 綿100% （パイル地）

色 グリーン/ブラウン

グリーン ブラウン
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各¥1,255(+税)

木漏れ日の中でまどろむシマフクロウの親子が

モチーフになっています。肌触りが良いので、スポ
ーツで汗をかいた時はもちろん旅行の際にもぴっ
たりです。



真空断熱ケータイマグ

Type-1（正面）

THERMOSと猛禽類医学研究所のコラボにより猛禽たちがケータイマグ
になりました！日本を代表する動物画家の一人、岡田宗徳さんにイラ

ストを描いていただきました。生きているような素晴らしい猛禽たちが
手元にいる生活を是非お楽しみ下さい。キャッチコピーのSymbiosisは
共生を意味しています。

Type-2（正面） （左） （右）

（裏）

※『真空断熱ケータイマグ』はゆうパックのみの配送となります。
（クリックポストはご利用出来ません。）
詳しくは『グッズ注文方法（配送方法）』をご確認下さい。

製品名 ステンレス製携帯用魔法びん

実容量 0.5 リットル

保温効力 68度以上（6時間）

保冷効力 10度以下（6時間）

製作者 サーモス株式会社

真空断熱ケータイマグをご
購入の方に『オリジナルス
テッカー』をプレゼント！

※真空断熱ケータイマグ１点につきステッカー1枚同封

※表記はType-1、Type-2のものです。

当社購入特典
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Type-1（シマフクロウ） ¥4,500(+税)

Type-1は、大きなシマフクロウのカラー画と裏面に
猛禽類医学研究所のオシャレなロゴが入っています。

Type-2は、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシが精
密な線画でリアルに描かれています。

Type-2（猛禽3種） ¥4,500(+税)



製品名 オオワシ日本手拭い

種類
①亜麻色 ②柿色
③淡群青 ④老竹色

①亜麻色

④老竹色③淡群青

②柿色

オオワシ日本手拭い
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各¥1,364(+税)ご好評頂いておりましたオオワシ日本手拭いを、
「日本の伝統色」で限定発売することになりました！

淡群青、亜麻色、柿色、老竹色、こだわりのある和
の色彩がオオワシ達を際立たせます。



S M L XL

身丈 65 68 71 74

身幅 48 51 54 57

肩幅 41 43 45 47

袖丈 19 20 21 22

裄丈 39.5 41.
5

43.5 45.5

STOP ROADKILL Tシャツ

【サイズ表】

サイズ S、M、L、XL

素材 綿100％ 4.0oz 32/-天竺

色 ブラック
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各¥2,960(+税)

ご好評につき、IRBJオリジナルTシャツ第2弾発売中！
「STOP ROADKILL」というメッセージを込めた、
IRBJならではのTシャツが完成！
今回のデザインは、デザイナーの小笠原正樹さんに
手掛けていただきました。
価格もシマフクロウを意識した設定です。
この暑い夏、このTシャツを着て乗り切りませんか？

【小笠原正樹さん紹介文】
1985年生まれ
理論建築家・デザイナー

一本の木がつくる環境の美しさに魅せられて壁や屋根
がなくても完成する建築の設計を夢見る。「個々がより
自由でいられる環境」、「個々の違いを越えた価値」の
つくり方を模索しながら、現在フリーランスとして活動中。

背面には
「Symbiosis!」のロゴ入り！



シエラカップ

サイズ
長さ169㎜（ハンドル含む）×
直径122㎜×高さ45㎜

容量 330ml

材質
ステンレス
日本製

シエラカップといえばアウトドアの定番アイテム。
ステンレス製なので、そのまま火にかけて調理してもよし、
器として使ってもよし。目盛も付いているので計量もできちゃいます。
サビにも強く、ハードユースもOK。
食器類はかさばりがちですが、
シエラカップは綺麗に重ねることができて省スペース。
また、割れる心配もなく、非常時への備えにもぴったり！
屋外でも屋内でも大活躍の、いくつも持っておきたい万能アイテムです。

3個セットも販売中！
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※『シエラカップ』はゆうパックのみの配送となります。
（クリックポストはご利用出来ません。）
詳しくは『グッズ注文方法（配送方法）』 をご確認下さい。

1個 ¥1,500(+税)

3個セット ¥4,364(+税)



マグカップ ver.ちび

サイズ W79㎜/H100㎜/297g

容量 約360㏄（満水時）

加工 美濃焼

その他 食洗器、電子レンジ対応
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※『マグカップ』はゆうパックのみの配送となります。
（クリックポストはご利用出来ません。）
詳しくは『グッズ注文方法（配送方法）』 をご確認下さい。

¥2,500(+税)

とてもキュートな“ちび”が前面にあしらわれた、オリジナルマグカップが新登場！
作画はなんと！「はばたけ！猛禽アパート」の著者、寿トロさんです。マグカップは1300年余の歴史
を持つ伝統的な「美濃焼」を用いています。そして850℃で焼き上げているため耐熱性があり、食洗
器やレンジにも対応しています！かわいい“ちび”が皆さんの体も心も癒します♪

【寿トロさん紹介文】
多摩美術大学卒
ゲーム・映像会社のデザイナーを経て現在フリーイラストレーター・漫画家。
フクロウと暮らしている。幼少時よりたくさんの動物達や自然環境のお世話に
なり、今度は自分がその恩を返す番。



有田焼猛禽マグカップ

種類 オオワシ/エゾフクロウ雛

サイズ 口径8.2㎝ 高さ9.5㎝

加工 有田焼
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※『マグカップ』はゆうパックのみの配送となります。
（クリックポストはご利用出来ません。）
詳しくは『グッズ注文方法（配送方法）』 をご確認下さい。

各¥7,150(+税)

「有田焼」は江戸時代より400年以上に渡って作り続けられ、食器や美術工芸品として国内外でその名
を馳せている日本の伝統的な磁器です。伝統的技能と野生動物保全の融合ができないものか。
私たちは有田焼の窯元と試作を重ね、
ついに猛禽が彩る有田焼マグカップが完成しました。
マグカップに描かれた、オオワシとエゾフクロウの雛は、
いずれも日本を代表する野生動物画家 岡田宗徳さん
の手による細密画です。愛嬌の中にも渋さをたたえた
表情に、思わず笑みがこぼれます。
そして、背面の“Symbiosis”「共生」には、私たちの活動
の願いが込められています。
マグカップを手にした時…彼らが住む森、空に思いを
馳せ、そして共に生きていく大切さを感じてください。

https://www.realita.jp/?mode=f4


シマフクロウ刺繡トート

サイズ
本体：320㎜×470㎜
（立体時380㎜）×90㎜

素材 日本製帆布8号

色 ナチュラル＆モスグリーン

刺繡 畳縫い（8色・裏地付き）

スタッフ達がサイズからデザインまで何度も試作を繰り返しこだわりぬいた、フルオーダーのトート
バッグです。表面に本物とそっくりの、シマフクロウの風切羽の刺繍をあしらいました！
生地は日本製帆布を使用し、長く愛用してもらえるような丈夫な作りになっています。

持ち手裏にもコットンテープを使用しているため、重い物を入れて持ち歩いても持ち手の形が崩れる
ことはありません。飽きの来ないシンプルなデザインで、性別問わずカジュアルに使用する事が出来
ます。サイズも320×470mmと大容量！色はナチュラルに加え、シマフクロウの住む森をイメージした

優しい風合いのモスグリーンを使用しました。猛禽類医学研究所ならではのこだわりの逸品をどうぞ
お楽しみください。

※『トートバック』はゆうパックのみの配送となります。
（クリックポストはご利用出来ません。）
詳しくは『グッズ注文方法（配送方法）』 をご確認下さい。 13

¥7,500(+税)



マイふくろ（袋）ーず

サイズ
使用時：（約）H42×W50×D10㎝
収納時：（約）H11×W12.5㎝
※H：縦、W：横、D：マチ幅

耐荷重 約10㎏

素材 ポリエステル100％
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¥1,800(+税)

フクロウの袋(ふくろ)！作製しちゃいました。
ふくろーずマスキングテープとおそろいのフクロウたちの中に、
よくよく見るとシマフクロウの足跡とIRBJのロゴマークが！
毎日のお買い物にはもちろん、旅行先でのサブバッグとしても
いかがでしょうか？広げれば、縦42×横50㎝と容量たくさん、
うれしい底マチ（10㎝）付きです。たためば収納コンパクト、
荷物の邪魔にならずいつでもどこにでも携帯できます。
愛くるしいふくろうたちと共に楽しいショッピングを！

12.5㎝

11
㎝

収納もコンパクトに！



マスキングテープ第3弾！新登場！！
デザインを手掛けてくださったのは、漫画家「寿トロ」さんです！
ちびマグカップに引き続き、今回はなんとも愛くるしいふくろうたちを描いて頂きました。
柄はシマフクロウ、フクロウ、コミミズク、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、の全6種
実はこのふくろうたち、猛禽類医学研究所に保護された子達がモデルとなっています。
種類による「萌え」の違いをぜひお楽しみ下さい。

ふくろーずマスキングテープ

サイズ 幅20㎜×長さ5ⅿ

材質 日本製
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各¥346(+税)

ワンポイントとしても使える♪



マスキングテープ

サイズ 幅15㎜×長さ5ⅿ

材質 日本製

色 ホワイト/ブルー

猛禽たちのシルエットが愛らしいマスキングテープが出来ました！
スタッフが撮影したシマフクロウ、オオワシ、オジロワシたちの写真をベースにシルエットをデザイン
しています。シックなモノクロとIRBJカラーである青を基調とした２パターンをご用意しました。
しかも！色が違うだけではなく、プリントされているシルエットが違うところもポイントです！
マスキングテープはアイデア次第でデコレーションの可能性は無限大！
シルエットを使って猛禽当てクイズもできますよ♪
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各¥300(+税)



猛禽類のフォトステッカーが出来ました！
種類は全部で10種類と豊富に
ご用意しております。
耐水性があるため、
水筒に貼ったり、
デスクや車に貼っても
大丈夫です！
スタッフも水筒に貼って
愛用していますが、
そのまま洗っても
剥がれ落ちません！
みなさんの周りにも
猛禽たちを飛ばしてみませんか？

猛禽類ステッカー

サイズ
100㎠
（オオワシ成鳥・ちび・オジロ）
50㎠（その他）

特徴 耐水性

種類

①オオワシ成鳥 ②ちび
③オジロワシ ④シマフクロウ
⑤オオワシ幼鳥 ⑥ミサゴ
⑦クマタカ ⑧エゾフクロウ
⑨アオバズク ⑩オオコノハズク

①オオワシ成鳥 ②ちび ③オジロワシ

④シマフクロウ ⑤オオワシ幼鳥 ⑥ミサゴ

⑦クマタカ ⑧エゾフクロウ ⑨アオバズク ⑩オオコノハズク
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各¥300(+税)



著者 齊藤 慶輔（さいとう けいすけ）

仕様 四六判・並製本 256ページ、オールカラー

ISBN 978-4-89453-739

発売日 2014年5月

発売元 北海道新聞社

野生の猛禽を診る 獣医師・齊藤慶輔の365日

北海道・釧路湿原内にある野生動物保護センターを拠点に、

全国でも数少ない野生専門の獣医師として働く著者（当研究所
代表）。特に傷ついたシマフクロウ、オオワシ、オジロワシといっ
た希少猛禽類の救護と治療を担い、野生復帰という大目標に向
け、日々心血を注ぐ。エゾシカ猟が原因の鉛中毒、鉄道・自動車
や風力発電施設への衝突事故など、絶滅の危機に瀕する鳥た
ちを取り巻く人為的危機が増す中で、被害状況の把握とその予
防に力を尽くす著者が訴える「環境治療」の考え方とは何か。
自身の約20年に及ぶ獣医師としての活動を振り返り、野生猛禽

類の危機的状況を世に訴えるとともに、自分の足跡をたどろうと
する後進の者へ「目標さえ見失わなければ道は必ず開ける」と
エールを送る。鉛中毒や事故防止の話を主軸に、診療時の多様
なエピソードも「治療室から」のタイトルで盛り込んだ、多彩な貴
重な写真を添え獣医師・齊藤慶輔が自らのペンでつづる活動の
記録。（北海道新聞社の紹介パンフレットより引用）

≪目次≫

1章 猛禽類を守る
・なぜ猛禽類を守るのか
・野生生物保護センターの役割
・シマフクロウ保護の拠点
・猛禽類医学研究所の仕事
・自然界のルールに逆らわぬ救護
・野生動物の心を読む
・環境治療と救護の課題
・諸外国との連携

2章 鉛中毒
・ワシが大量死
・エゾシカ猟増加に連れて
・防止のための市民活動
・あるハンターとの出会い
・行政の対応と続いた症例
・海外からも注目が
・他の猛禽類への影響

3章 人間界との軋轢
・事故予防と専門家との連携
・具体的な予防策を提示
・環境治療の具体的取り組み
・野生動物への餌付け

4章 大量死防止と
「野へ返す」こと

・サハリン資源開発の脅威
・人獣共通感染症への対応
・「野へ返す」ことを見据え
・危険回避は本能頼り
・野生へ－復帰の判断と方法

5章 未来へ－
・厳しい台所事情の中で
・苦い経験が生んだ診療具
・野生に返れぬ者たちの行方
・自然界からの「親善大使」

猛禽類医学研究所 限定！
お値段そのまま

齊藤慶輔サイン入り本もあります！
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¥1,666(+税)



文 志茂田景樹

絵 木島誠悟

仕様 A4変型判 32ページ

ISBN 978-4-591-15464-9

発売日 2017年5月

発売元 ポプラ社

絵本『シマフクロウのぽこ』

「第19回日本絵本賞読者賞」を受賞した志茂田景
樹・木島誠悟が再びタッグを組みました！

今回は野生動物と人間の共生が大きなテーマと
して掲げられています。猛禽類医学研究所代表・
獣医師の齊藤慶輔監修のもと、親善大使“ちび”
をモデルに描かれました。

主人公の男の子「いさむ」は獣医師の「えとうさ
ん」と共に、野生動物の救急車であるドクターカー
に乗って北海道を走っています。道中で、いさむ
はえとうさんから野生動物を事故から守る様々な
工夫を教えてもらいます。

そうした工夫を目にすることで、いさむはどうすれ
ばシマフクロウと人間が仲良く暮らしていけるの
か考えます。
そんな時えとうさんがいさむに、”特別なシマフク
ロウ”を紹介してくれて…

この絵本の売り上げの一部（1冊あたり100円）は
猛禽類医学研究所に寄付されます。

文：志茂田景樹
1940年、静岡県生まれ。絵本作家 児童書作家 小説作家。「よい子

に読み聞かせ隊」を結成。隊長となり幼稚園や保育園など、全国各地
で読み聞かせ会を開いている。「黄色い牙」で直木賞受賞。絵本「キリ
ンが来る日」（木島誠悟・絵 ポプラ社）で第19回絵本賞読者賞受賞。

絵：木島誠悟
1949年、北海道生まれ。東京デザインカレッジ在籍時よりイラストレー
ションを発表。1975年より公募展連続入選。現在はアートディレクター。
絵本「キリンが来る日」（志茂田景樹・文 ポプラ社）で、第19回日本絵
本賞読者賞受賞。ほかに「シロクマゆうびんきょく」など。

齊藤慶輔からのコメント

「この絵本に描かれていることはすべて
本当に起きていることです。この絵本を
きっかけに、どうしたら野生動物と共に生
きていくことができるかを考えてくれたら
とてもうれしいです。」

ポプラ社による紹介パンフレット
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作 北海道シマフクロウの会

絵 土屋 慶花

仕様 A4 32ページ

ISBN 978-4-89453-847-4

発売日 2016年12月

発売元 北海道新聞社

絵本『シマフクロウ ちびのぼうけん』

北海道の森で生まれ育った少女ユキ。ユキ
は森の中で弱ったシマフクロウの赤ちゃんを
見つけましたが、ある理由から森には帰れな
いことが分かり、ちびと名付けます。ちびとの
ふれあいの中で不思議な体験をするユキ。
ちびはユキに何を伝えたかったのでしょうか。

北海道の四季を色彩豊かなイラストで描い
た絵本です。

作 ：北海道シマフクロウの会

シマフクロウの保護活動を支援する団体。会
報の発行（季刊）、専門家による講演会や児
童向け出張講演会の開催、生息地で活動す
る団体・個人との連携などを通じて、シマフク
ロウの保護を呼びかけている。

絵 ：土屋慶花
札幌市立大学デザイン学部デザイン学科卒。

北海道シマフクロウの会の絵本制作にあた
り、会が主催したイラスト・コンペティションに
て最優秀案に選ばれ、原画を完成させた。

～絵本のモデルとなった“ちび”について～

生まれた時から成長が遅く左右の発達に差があり、先

天性の異常が考えられたことから保護されセンターで

暮らしており、仲間のシマフクロウたちの現状を伝え

るため、親善大使として立派に活躍していました。

しかし、残念ながら2019年9月4日に逝去しました。
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○指定の口座へのご入金が確認でき次第、商品を発送致します。
○振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

①郵便振替

ゆうちょ銀行からのお振込み 他銀行からのお振込み

○グッズ配送後、後日「クロネコ後払いサービス」より請求書をお送り致します。
○与信審査の結果によっては後払いサービスをご利用いただけない場合がございます。
その際は別のお支払方法をお選びください。

〇後払いサービスをご利用の場合手数料が発生いたしますのでご了承ください。
（1～4,999円まで500円、5,000円～9,999円まで750円、10,000～15,000円まで1,000円）

③コンビニ・郵便局決済（後払い）

口座記号番号

02770-3-46865

口座名称

モウキンルイイガクケンキュウジョ

猛禽類医学研究所

銀行名 支店名

ゆうちょ銀行 279

口座種類 口座番号

当座 0046865

お支払い方法

ご注文方法

○決済完了が確認でき次第、商品を発送致します。
○与信審査の結果によってはご利用いただけない場合がございます。
その際は別のお支払方法をお選びください。

②クレジットカード払い

●上記のマークが入っているクレジットカードは全てご利用になれます。
●本人認証サービス（3Dセキュア）により安心してクレジットカードをご利用いただけます。
（※スマートフォンでのお支払い手続きをご利用の場合は対象外となります。）

猛禽類医学研究所 グッズ

http://www.irbj.net/shop/index.htmlご注文はパソコン・スマホから！

④代金引換

〇クリックポストではご利用できませんのでご注意ください。

〇代金引換をご利用の場合、一律500円の手数料をご負担いただきます。
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配送方法

梱包し、ご希望の配達日時に配送致します。
○配達日時の指定が可能です。
（ご指定が無い場合は、最短での配送となります。）
○『真空断熱ケータイマグ』、『マグカップ』各種、『シマフクロウ刺繍トート』および『シエラカッ
プ』をご注文の方は、こちらの配送のみとなります。
○時間を指定された場合でも、運送会社の事情により指定時間内に配達ができない事も
ございますのでご了承下さい。

〇1配送10,000円以上ご購入の場合、送料は0円とさせて頂きます。

②ゆうパック

猛禽類医学研究所 E-mail : order@irbj.net

お問い合わせ先

お客様のポストに投函する配送となります。
○配達日時の指定はできません。
○配達保証は付きませんので、ご注意下さい。
○『真空断熱ケータイマグ・マグカップ・シマフクロウ刺繡トート・シエラカップ』
をご注文の方はご利用できません。
（ゆうパックをご利用下さい。）

○商品の数や大きさにより口数が変更されることがございます。
それにより送料が変更となることがございますので、ご了承下さい。

▶縦横：A4サイズ 高さ：2.5cmまでを1口としてお送り致します。
▶商品容量が4口を超える場合はゆうパックへの変更をご案内致します。

○口数に変更がございました場合は、ご連絡させていただくことがございますので、
ご了承ください。

①クリックポスト

【1口最大容量の例】
タオル1枚+クリアファイル12枚
絵本1冊＋ポストカード12枚

【クリックポスト送料】
1口300円（2口600円、3口900円）

北海道 800円
北陸3県・
東海4県

1,300円

東北 1,000円 近畿 1,400円

関東甲信越 1,200円
中国・四国・
九州・沖縄

1,400円

ゆうパック送料一覧
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