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コード タイトル
セール価格

（税込）
注文冊数 小計 コード 発行年 号 特集テーマ

セール価格

（税込）
注文冊数 小計

C-072 長良川河口堰事業の問題点 中間報告書 ¥1,000 ¥0 591 2023年1・2月号 日本の農業と生物多様性 ¥1,300

C-076 長良川河口堰事業の問題点 第2次報告書 ¥700 ¥0 590 2022年11・12月号 自然を支える土壌の世界 ¥1,300

C-079 秋田県田沢湖町駒ケ岳山麓イヌワシ調査報告書 ¥1,500 ¥0 589 2022年9・10月号 新しい保全地域"OECM"ってなに？ ¥1,300

C-080 長良川河口堰事業の問題点-第3次報告- ¥1,000 ¥0 588 2022年7・8月号 寿司で知る日本の海の豊かさ ¥1,300

C-082 2005年愛知万博構想を検証する ¥1,000 ¥0 587 2022年5・6月号 自然暦は面白い ¥1,300

C-083 利根川河口堰の流域水環境に与えた影響調査報告書 ¥1,000 ¥0 586 2022年3･4月号 環境アセスと自然保護 ¥1,300

C-084 吉野川第十堰改築が自然環境に与える影響 ¥1,000 ¥0 585 2022年1・2月号 お雑煮の謎を追え ¥500

C-085 長良川河口堰が自然環境に与えた影響 ¥1,000 ¥0 584 2021年11・12月号 小さなこどもと自然観察 ¥500

C-086 イヌワシ･クマタカの子育てが続く自然を守る ¥1,000 ¥0 583 2021年9・10月号 自然のちからで、明日をひらく。 ¥500

C-087 河口堰の生態系への影響と河口域の保全 ¥1,000 ¥0 582 2021年7・8月号 夜の自然観察 ¥500

C-095 埋立事業が泡瀬干潟に与える影響と保全の提言 ¥1,000 ¥0 581 2021年5・6月号 未来へつなぐイヌワシ保全 ¥500

C-097 沖縄島北部東海岸における海草藻場モニタリング調査報告書 ¥1,000 ¥0 580 2021年3･4月号 東日本大震災から10年 ¥500

C-098 市民調査全国大会2010報告書 ¥750 ¥0 579 2021年1・2月号 人と自然と妖怪 ¥500

C-101 赤谷プロジェクトの歩み-第1期-本編 ¥300 ¥0 578 2020年11・12月号 生物多様性 10年の変化とこれから ¥500

D-030 第1回 PRO NATURAエコ･ツアー  ヨーロッパアルプス地視察報告 ¥500 ¥0 577 2020年9・10月号 これからの自然保護を拓く読書 ¥500

D-033 生物多様性条約資料集 ¥1,000 ¥0 576 2020年7・8月号 興味の枝葉を伸ばす自然観察のコツ ¥500

D-034 世界遺産条約資料集3 ¥1,000 ¥0 575 2020年5・6月号 世界に推したい！日本の生き物 ¥500

D-037 IUCN山岳保護地域ガイドライン ¥700 ¥0 574 2019年3･4月号 変わる里山 ¥500

D-038 第2回 PRO NATURAエコ･ツアー　スリランカ自然保護研修報告 ¥500 ¥0 573 2019年1・2月号 テクノロジーと自然保護 ¥500

D-040 「21世紀の自然を考える～国立公園の理想像を求めて」講演録 ¥1,000 ¥0 572 2019年11・12月号 奇跡の海、上関 ¥500

D-042 日本自然保護協会による意見書・提言書集No.3 ¥1,000 ¥0 571 2019年9・10月号 感じてつながるネイチュア・フィーリング ¥500

D-043 山岳自然公園のオーバーユース問題を考える ¥1,000 ¥0 570 2019年7・8月号 今考えるフィールドマナー ¥500

D-044 愛知万博の環境アセスメントを検証する ¥1,000 ¥0 569 2019年5・6月号 砂浜に行こう ¥500

D-045 身近な自然を見つめる目 ¥300 ¥0 568 2019年3･4月号 遺伝子から見えてくる自然の不思議 ¥500

D-047 生物多様性条約資料集 No.1 保護地域編 ¥1,000 ¥0 556 2017年3･4月号 自然観察を「みんなで」楽しむコツ ¥300

D-048 人と自然のふれあい調査はんどぶっく ¥500 ¥0 555 2017年1･2月号 自然保護に役立つ写真術 ¥300

D-049 ココからはじめる 生物多様性地域戦略ガイドブック ¥500 ¥0 549 2016年1･2月号 石ころの世界はワンダーランド ¥300

D-050 自然しらべ2011　チョウの分布 今・昔 報告書 ¥500 ¥0 545 2015年5･6月号 輝け! 自然観察指導員 ¥300

D-051 日本の保護地域アトラス ¥500 ¥0 537 2014年1･2月号 くらしの中にある自然保護 ¥300

D-052 自然しらべ2012　貝がらさがし！報告書 ¥500 ¥0 524 2011年11･12月号 日本人なら知っておきたい森の常識 ¥300

D-053 自然しらべ2013　日本のカメさがし！報告書 ¥500 ¥0 合計

D-054 ココからはじめる 生物多様性地域戦略ガイドブック 実践事例集 ¥500 ¥0 ◆お申込情報

E-051 世界の宝 泡瀬干潟を未来の子どもたちに引きつぐために ¥500 ¥0 お名前：

E-054 磯のガイドブック　南三陸町坂本海岸編 ¥500 ¥0 ご住所： 〒

E-055 愛知ターゲットガイド ¥300 ¥0 電話番号：

合計 ¥0 会員番号（会員の方のみ）

※今回いただいた個人情報は、商品の発送とお問合せ対応にのみ使用し、他の目的では使用いたしません。

※ご注文冊数に応じて、別途送料がかかります。
公益財団法人 日本自然保護協会　総務チーム　担当：高津

TEL 03-3553-4101　FAX 03-3553-0139 nature@nacsj.or.jp

NACS-J刊行物 在庫一掃セール　ご注文票
赤枠にご注文冊数をご記入ください。　合計金額の入力は不要です。　　　　　　　　　　　　


