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ティラノサウルス科 

      
      ティラノサウルス骨格              ティラノサウルス骨格                ティラノサウルス骨格 
        T-rex(MOR555)                    T-rex(STAN)                       T-rex(Bucky)  

      白亜紀後期／アメリカ             白亜紀後期／アメリカ                白亜紀後期／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：12m                      ｻｲｽﾞ：13m                        ｻｲｽﾞ：10.1m 

 

      
         ティラノサウルス骨格           ティラノサウルス骨格(子供)         ティラノサウルス科骨格 
    Tyrannosaurus rex“Peck’s rex”        Tyrannosaurus rex“Jane”             Tyrannosaurid 

         白亜紀／モンタナ州              白亜紀／モンタナ州               白亜紀／モンゴル 

           ｻｲｽﾞ：12.6m                     ｻｲｽﾞ：6.3m                     ｻｲｽﾞ：？m 

 

                
        ティラノサウルス骨格              ゴルゴサウルス骨格               タルボサウルス骨格 
   Tyrannosaurus rex“AMNH5027”           Gorgosaurus sp.                 Tarbosaurus bataar 

      白亜紀後期／モンタナ州           白亜紀後期／モンタナ州            白亜紀後期／モンゴル 

           ｻｲｽﾞ：12m                       ｻｲｽﾞ：7.0m                     ｻｲｽﾞ：8.5m 
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         タルボサウルス骨格(子供)          アパラチオサウルス骨格           ラプトレックス骨格 
           Tarbosaurus bataar          Appalachiosaurus montgomeriensis     Raptorex kriegsteini 

           白亜紀／モンゴル               白亜紀後期／アラバマ州         白亜紀前期／モンゴル 

              ｻｲｽﾞ：6.6m                      ｻｲｽﾞ：6.4m                   ｻｲｽﾞ：3.05m 

 

                 
        アリオラムス骨格                 テラトフォネウス骨格                 ディロング骨格 
          Alioramus sp.                 Teratophoneus curriei                Dilong paradoxus 

        白亜紀／モンゴル                  白亜紀／ユタ州                   白亜紀／中国 

           ｻｲｽﾞ：5.4m                     ｻｲｽﾞ：5.25m                     ｻｲｽﾞ：1.05m 

 

        
         ナノティラヌス骨格             アルバートサウルス骨格 
       Nanotyrannus lancensis         Albertosaurus sarcophagus 

       白亜紀(Late)／アメリカ             白亜紀／モンタナ州 

           ｻｲｽﾞ：4.5m                     ｻｲｽﾞ：6.1m 
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アロサウルス科 

     
       アロサウルス骨格                 ピアトニッキサウルス骨格            アクロカントサウルス骨格 
       Allosaurus fragilis                  Piatnitzkysaurus floresi             Acrocanthosaurus atokensis 

     ジュラ紀後期／アメリカ                ジュラ紀／アルゼンチン              白亜紀前期／アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：6.0m                         ｻｲｽﾞ：3.6m                       ｻｲｽﾞ：12.5m 

 

    
      クリオロフォサウルス骨格             スゼチャノサウルス骨格          ローリンニャノサウルス骨格 
       Cryolophosaurus ellioti              Szechuanosaurus compi           Lourinhanosaurus antunesi 

      ジュラ紀前期／南極大陸                 ジュラ紀／中国                ジュラ紀／ポルトガル 

           ｻｲｽﾞ：8.5m                        ｻｲｽﾞ：6.6m                     ｻｲｽﾞ：4.5m 

 

   
       アロサウルス骨格(幼体)            サウロファガナクス骨格 
       Allosaurus Jimmadseni            Saurophaganax maximus 

    ジュラ紀後期／ワイオミング州      ジュラ紀(後期)／ｵｸﾗﾎﾏ･ﾊﾟﾝﾊﾝﾄﾞﾙ 

           ｻｲｽﾞ：3.0m                      ｻｲｽﾞ：11.5m 
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カルカロドントサウルス科 

   
 ギガノトサウルス骨格（ｾｶﾝﾄﾞｷｬｽﾄ可能） 
      Giganotosaurus carolinii 

     白亜紀後期／アルゼンチン 

           ｻｲｽﾞ：13m 

 

 

オビラプトル科 

    
       コンコラプトル骨格                  コンコラプトル骨格(産状)              オビラプトル科骨格 
      Conchoraptor gracilis                  Conchoraptor gracilis                Giant Oviraptorid 

     白亜紀後期／モンゴル                 白亜紀(Late)／モンゴル              白亜紀／ｻｳｽﾀﾞｺﾀ州 

         ｻｲｽﾞ：1.5m                        ｻｲｽﾞ：1.62×0.78m                   ｻｲｽﾞ：2.75m 
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ドロマエオサウルス科 

    
     デイノニクス骨格              ドロマエオサウルス骨格                   ベロキラプトル骨格 
  Deinonychus antirrhopus         Dromaeosaurus albertensis               Velociraptor mongoliensis 

   白亜紀前期／アメリカ             白亜紀後期／カナダ                   白亜紀後期／モンゴル 

        ｻｲｽﾞ：3m                     ｻｲｽﾞ：2.3m                           ｻｲｽﾞ：1.8m 

 

        
        バンビラプトル骨格            バンビラプトル骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)       ドロマエオサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 
     Bambiraptor feinbergorum         Bambiraptor feinbergorum        Dromaeosaurus albertensis 

       白亜紀後期／アメリカ            白亜紀後期／アメリカ               白亜紀／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：94.5cm                  ｻｲｽﾞ：51×56cm                 ｻｲｽﾞ：1.8×1.8m 

 

    
       アウストロラプトル骨格                 ユタラプトル骨格                 ジュリエラプトル骨格 
           Austroraptor                 Utahraptor ostrommaysorum               Julieraptor 

        白亜紀／                         白亜紀前期／アメリカ              白亜紀(Late)／モンタナ 

           ｻｲｽﾞ：5.8m                       ｻｲｽﾞ：6.0m                     ｻｲｽﾞ：1.22×0.41m 
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     ベロキラプトル骨格(産状)          ベロキラプトル骨格(産状) 

    Velociraptor mongoliensis           Velociraptor osmolkae 

        白亜紀／ユタ州               白亜紀後期／モンゴル 

    ｻｲｽﾞ：63.5×26.5×40.6cm          ｻｲｽﾞ：103.6(L)×58.4(W)cm 

 

                
   ドロマエオサウルス類骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)  ドロマエオサウルス類骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)   イタリア産ラプトルの幼体骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 
      Undescribed Dromeosaurid       Undescribed Dromeosaurid            Scipionyx samniticus 

        ジュラ紀後期／中国             ジュラ紀後期／中国               白亜紀前期／イタリア 

          ｻｲｽﾞ：75×30cm                ｻｲｽﾞ：35×20cm                    ｻｲｽﾞ：？cm 
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コエルロサウルス科 

    
      コエルロサウルス骨格            コエロフィシス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)              コエロフィシス骨格 
        Zuni Coelurosaur                 Coelophysis bauri                  Coelophysis bauri 

      白亜紀中期／メキシコ              三畳紀後期／メキシコ              三畳紀後期／メキシコ 

          ｻｲｽﾞ：2.2m              ｻｲｽﾞ：139×91×10cm／2.4m(骨格)            ｻｲｽﾞ：2.4m 

 

    
 タニコラグレウス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)          タニコラグレウス骨格                   オルニトレステス骨格 
  Tanycolagreus topwilsoni          Tanycolagreus topwilsoni                    Ornitholestes sp. 

 ジュラ紀後期／ワイオミング州     ジュラ紀後期／ワイオミング州               ジュラ紀後期／アメリカ 

     ｻｲｽﾞ：2.28×1.88m                 ｻｲｽﾞ：3.04m                           ｻｲｽﾞ：2.2m 

 
 

スピノサウルス科 

   
             スコミムス骨格                                  バリオニクス骨格 
         Suchomimus tenerensis                               Baryonyx walkeri 

        白亜紀前期／ニジェール                           白亜紀後期／イングランド 

              ｻｲｽﾞ：11m                                      ｻｲｽﾞ：9.2m 
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ケラトサウルス科 

   
          ケラトサウルス骨格               ディロフォサウルス骨格 
        Ceratosaurus nasicornis              Dilophosaurus sinensis 

     ジュラ紀後期／ワイオミング州              ジュラ紀／中国 

             ｻｲｽﾞ：4.2m                       ｻｲｽﾞ：4.2m 

 

 

オルニトミムス科 

        
        ガリミムス骨格               ステュルティオミムス骨格       ステュルティオミムス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 
      Gallimimus bullatus               Struthiomimus altus              Struthiomimus altus 

     白亜紀後期／モンゴル             白亜紀後期／カナダ              白亜紀後期／カナダ 

         ｻｲｽﾞ：4.0m                     ｻｲｽﾞ：3.5m                  ｻｲｽﾞ：353×167×23cm 

 

  
     アーケオルニトミムス骨格 
   Archaeornithomimus asiaticus 

         白亜紀／中国 

          ｻｲｽﾞ：3.2m 

 

 

トルボサウルス科 

     
       アフロベナトール骨格              トルボサウルス骨格 
       Afrovenator abakensis              Torvosaurs tanneri 

       白亜紀前期／アフリカ              ジュラ紀／アメリカ 

           ｻｲｽﾞ：9.0m                     ｻｲｽﾞ：10m                                        P.9 



～ 恐竜骨格レプリカ（竜盤目）～ 

株式会社  ゼネラルサイエンス コーポレーション 

TEL：03(5927)8356／FAX：03(5927)8357／e-mail：sizensi@shibayama.co.jp 

 

ヘレラサウルス科 

    
   エオラプトル骨格(産状)            エオラプトル骨格                    ヘルレラサウルス骨格 
     Eoraptor lunensis              Eoraptor lunensis                 Herrerasaurus ischigualastensis 

 三畳紀後期／アルゼンチン      三畳紀後期／アルゼンチン              三畳紀後期／アルゼンチン 

       ｻｲｽﾞ：0.9m                   ｻｲｽﾞ：1.0m                           ｻｲｽﾞ：3.0m 

 

 

プラテオサウルス科 

   
      プラテオサウルス骨格           ルーフェンゴサウルス骨格 
     Plateosaurus engelhardti           Lufengosaurus magnus 

       三畳紀後期／ドイツ                ジュラ紀／中国 

          ｻｲｽﾞ：6.0m                     ｻｲｽﾞ：6.0m 

 

 

カウディプテリクス科 

                   
         尾羽竜骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)                     尾羽竜 
           Caudipteryx sp.                   Caudipteryx sp. 

         白亜紀前期／中国                白亜紀前期／中国 

          ｻｲｽﾞ：80×50cm             ｻｲｽﾞ：60(L)×40(W)×65(h)cm 
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コンプソグナトス科 

                    
    コンプソグナトス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)      コンプソグナトス骨格：ﾎﾛﾀｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｰﾄ)       コンプソグナトス骨格 
     Compsognathus longipes            Compsognathus corallesris         Compsognathus corallesris 

      ジュラ紀前期／ドイツ               ジュラ紀後期／フランス            ジュラ紀後期／フランス 

        ｻｲｽﾞ：35×30cm                    ｻｲｽﾞ：90×60cm                   ｻｲｽﾞ：1.34m 

 

                        
        中華竜鳥骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)                 中華竜鳥骨格 
         Sinosauropteryx sp.                Sinosauropteryx sp. 

         白亜紀前期／中国                白亜紀前期／中国 

          ｻｲｽﾞ：70×40cm                    ｻｲｽﾞ：？cm 

 

 

カルノサウルス科 

    
      モノロフォサウルス骨格           モノロフォサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 
      Monolophosaurus jingi                Monolophosaurus 

         ジュラ紀／中国                    ジュラ紀／中国 

          ｻｲｽﾞ：6.0m                    ｻｲｽﾞ：2.7cm×1.9m 
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テリジノサウルス科 

     
    テリジノサウルス科骨格              ノスロニカス骨格 
      Falcarius utahensis             Nothronychus mckinleyi 

     白亜紀前期／ユタ州              白亜紀後期／ユタ州 

        ｻｲｽﾞ：3.75m                     ｻｲｽﾞ：4.3m 

 

 

アビミムス科 

              
     アビミムス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)                 アビミムス骨格 
     Avimimus portentosus               Avimimus portentosus 

     白亜紀前期／モンゴル              白亜紀前期／モンゴル 

         ｻｲｽﾞ：1.5m                       ｻｲｽﾞ：1.5m 

 

 

スタウリコサウルス目 

  
     スタウリコサウルス骨格 
      Staurikosaurus prices 

  三畳紀／アルゼンチン,ブラジル 

         ｻｲｽﾞ：1.3m 
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ハルティコサウルス科 

  
    リリエンステルヌス骨格 
        Liliensternus 

    三畳紀／フランス,ドイツ 

       ｻｲｽﾞ：6.25m 

 

メガロサウルス科 

  
      ガソサウルス骨格 
    Gasosaurus constructus 

       ジュラ紀／中国 

        ｻｲｽﾞ：4.0m 

 

ヤンチュアノサウルス科 

  
    ヤンチュアノサウルス骨格 
    Yangchuanosaurus magnus 

        ジュラ紀／中国 

          ｻｲｽﾞ：7.0m 

 

オルニトスクス科 

  
        ラゴスクス骨格 
    Lagosuchus talamparensis 

    三畳紀中期／アルゼンチン 

      ｻｲｽﾞ：46×8.9×20cm                                                                       P.13 
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トロオドン科 

  
       シノベナトル骨格 
   Sinovenator sp. CHANGII 

     白亜紀前期／中国 

        ｻｲｽﾞ：90cm 

 

 

アルヴァレスサウルス科 

  
    アルヴァレスサウルス骨格 
      Alvarezsaurus calvoi 

    白亜紀後期／アルゼチン 

         ｻｲｽﾞ：90cm 

 

 

アベリサウルス科 

   
       カルノタウルス骨格               デルタドロメウス骨格 
       Carnotaurus sastrei               Deltadromeus agilis 

     白亜紀後期／アルゼチン            白亜紀／ニジェール 

          ｻｲｽﾞ：7.0m                      ｻｲｽﾞ：7.0m 
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その他 

    
   リャオキシオルニス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)            メガラプトル骨格                  エオドロマエウス骨格 
        Liaoxiornis delicates            Megaraptor namunhuaiquii             Eodromaeus murphi 

       ジュラ紀後期／中国             白亜紀後期／アルゼンチン           三畳紀後期／アルゼンチン 

         ｻｲｽﾞ：25×18cm                     ｻｲｽﾞ：7.0m                       ｻｲｽﾞ：1.2m 
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