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角竜類 

＊ケラトプス科 

    
      トリケラトプス骨格                 トリケラトプス骨格                   トリケラトプス骨格(ﾊﾟﾈﾙ) 
      Triceratops prorsus                Triceratops horridus                   Triceratops horridus 

     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：7.8m                      ｻｲｽﾞ：6.3m                          ｻｲｽﾞ：6.0m 

 

        
        カスモサウルス骨格                     ズニセラトプス骨格                ユタセラトプス骨格 
        Chasmosaurus belli                  Zuniceratops christopheri              Utahceratops gettyi 

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

           ｻｲｽﾞ：5.0m                           ｻｲｽﾞ：2.7m                     ｻｲｽﾞ：480cm 

 

       
      コアフィラケラトプス骨格              コスモケラトプス骨格 
   Coahuilaceratops mongnacuema        Kosmoceratops richardsoni 

       白亜紀後期／メキシコ              白亜紀後期／ユタ州 

           ｻｲｽﾞ：4.2m                      ｻｲｽﾞ：3.9m 
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＊プロトケラトプス科 

   
      プロトケラトプス骨格              アーケオケラトプス骨格 
    Protoceratops andrewsi             Archaeoceratops oshimai 

     白亜紀後期／モンゴル               白亜紀／中国 

         ｻｲｽﾞ：1.8m                     ｻｲｽﾞ：1.0m 

 

＊プシタッコサウルス科 

   
      プシタッコサウルス骨格         プシタッコサウルス骨格(Baby) 
    Psittacosaurus mongoliensis            Psittacosaurus sp. 

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

          ｻｲｽﾞ：1.3m                  ｻｲｽﾞ：88.9×68.5cm 

 

 

堅頭竜類 

＊パキケファロサウルス科 

  
         パキケファロサウルス骨格 
     Pachycephalosaurus wyomingensis 

          白亜紀後期／アメリカ 

              ｻｲｽﾞ：3.0m 
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竜脚類 

＊ディプロドクス科 

    
       アパトサウルス骨格             アパトサウルス骨格(子供)       アパトサウルス骨格(子供－ﾌﾟﾚｰﾄ) 
        Apatosaurus ajax                  Apatosaurus sp.                   Apatosaurus sp. 

      ジュラ紀後期／アメリカ             ジュラ紀／ﾜｲｵﾐﾝｸﾞ州             ジュラ紀／ﾜｲｵﾐﾝｸﾞ州 

           ｻｲｽﾞ：24m                   ｻｲｽﾞ：2.4m×0.76m               ｻｲｽﾞ：0.6m×0.5m 

 

     
       アパトサウルス骨格                ディプロドクス骨格               スーパーサウルス骨格 
      Apatosaurus excelsius               Diplodocus carnegii                 Supersaurus sp. 

     ジュラ紀／ワイオミング州            ジュラ紀後期／アメリカ            ジュラ紀後期／コロラド州 

      ｻｲｽﾞ：24.4×4.72(h)m                   ｻｲｽﾞ：25m                      ｻｲｽﾞ：39m 

 

  
      セイスモサウルス骨格 
     Seismosaurus diplodocus 
   ジュラ紀後期／ニューメキシコ 
         ｻｲｽﾞ：33m 
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＊カマラサウルス科 

   
           カマラサウルス骨格            カマラサウルス骨格ﾌﾟﾚｰﾄ(子供) 
          Camarasaurus grandis              Camarasaurus lentus 

          ジュラ紀後期／ユタ州                ジュラ紀／ユタ州 

              ｻｲｽﾞ：18m              ｻｲｽﾞ：5.79(L)×3.66(W)×0.91(D)m 

 

＊ブラキオサウルス科 

        
      ブラキオサウルス骨格           ブラキオサウルス骨格              エウロパサウルス骨格 
      Brachiosaurus brancai          Brachiosaurus altithorax             Europasaurus holgeri 

      ジュラ紀／タンザニア            ジュラ紀／コロラド州                  ジュラ紀／ドイツ 

        ｻｲｽﾞ：12m(高さ)                ｻｲｽﾞ：22.5m                      ｻｲｽﾞ：4.5 m 

 

＊ジョバリア科 

  
       ジョバリアサウルス骨格 
         Jobaria tiguidensis 

      白亜紀前期／ニジェール 

            ｻｲｽﾞ：21m 
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＊ティタノサウルス科 

         
       マラウィサウルス骨格             モアボサウルス骨格(子供)       アルゼンチノサウルス骨格 
        Malawisaurus dixeyi              Moabosaurus utahensis        Argentinosaurus huinculensis 

         白亜紀／アフリカ                 白亜紀／ユタ州             白亜紀／アルゼンチン 

           ｻｲｽﾞ：9.0m                       ｻｲｽﾞ：10m                    ｻｲｽﾞ：40m 

 

    
     ネウケンサウルス骨格               アラモサウルス骨格 
    Neuquensaurus australis           Alamosaurus sanjuanensis 

      白亜紀 / パタゴニア             白亜紀後期／北アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：5.0m                      ｻｲｽﾞ：20m 

 

＊マメンチサウルス科 

  
      マメンチサウルス骨格 
   Mamenchisaurus hochuanensis 

       ジュラ紀後期／中国 

          ｻｲｽﾞ：22m 
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＊ディクラエオサウルス科 

  
   アマルガサウルス骨格 
      Amargasaurus 

  白亜紀／アルゼンチン 

       ｻｲｽﾞ：9.0m 

 

＊ケティオサウルス科 

    
       シュノサウルス骨格            ベルサウルス骨格 
        Shunosaurus lii                Bellusaurus sui 

        ジュラ紀／中国                ジュラ紀／中国 

          ｻｲｽﾞ：11m                   ｻｲｽﾞ：5.0m 

 

＊ブルカノドン科 

  
     クンミンゴサウルス骨格 
   Kunmingosaurus wudingensis 

       ジュラ紀／中国 

        ｻｲｽﾞ：11m 
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＊レバッキサウルス科 

  
     ニジェールサウルス骨格 
      Nigersaurus taqueti 

      白亜紀／ニジェール 

          ｻｲｽﾞ：10m 

 

 

装盾類 

＊ステゴサウルス科 

    
       ステゴサウルス骨格             トウジャンゴサウルス骨格                ミラガイア骨格 
       Stegosaurus stenops            Tuojiangosaurus multispinus            Miragaia longicollum 

      ジュラ紀後期／アメリカ               ジュラ紀／中国                   ジュラ紀／ポルトガル 

          ｻｲｽﾞ：7.0m                      ｻｲｽﾞ：7.0m                        ｻｲｽﾞ：6.0m 

 

    
   ステゴサウルス骨格”SARAH”         ステゴサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)           ヘスペロサウルス骨格 
        Stegosaurus armatus                Stegosaurus stenops               Hesperosaurus mjosi 

   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／ワイオミング州 

           ｻｲｽﾞ：5.1m                     ｻｲｽﾞ：4.41×2.33m                  ｻｲｽﾞ：6.0m 
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鳥脚類 

＊ハドロサウルス科 

         
      エドモントサウルス骨格          エドモントサウルス骨格(Juvenile)        バクトロサウルス骨格 
      Edmontosaurus annectens           Edmontosaurus annectens          Bactrosaurus johnsoni 

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

          ｻｲｽﾞ：8.75m                        ｻｲｽﾞ：?m                      ｻｲｽﾞ：1.3m 

 

               
      マイアサウラ骨格(成体）            マイアサウラ骨格(亜成体)       マイアサウラ骨格(子供／誕生) 
      Maiasaura peeblesorum             Maiasaura peeblesorum           Maiasaura peeblesorum 

      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：8.7m                      ｻｲｽﾞ：2.1m              ｻｲｽﾞ：76cm(子供)／?cm(誕生) 

 

           
         カンプトサウルス骨格             パラサウロロフス骨格            チンタオサウルス骨格  
         Camptosaurus dispar            Parasaurolophus walkeri          Tsintaosaurus spinorhinus  

         ジュラ紀後期／ユタ州          白亜紀後期／アルバータ州       白亜紀後期/中国(Shandong)  

             ｻｲｽﾞ：4.5m                    ｻｲｽﾞ：7.5m                     ｻｲｽﾞ：7.0m 

 

       
       ヒパクロサウルス骨格             コリトサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)          エドモントサウルス骨格(ミイラ) 
         Hypacrosaurus sp.               Corythosaurus casuarius            Edmontosaurus annectens  

        白亜紀後期／カナダ                白亜紀後期／カナダ              白亜紀後期／北アメリカ 

            ｻｲｽﾞ：?m                    ｻｲｽﾞ：330×120×30cm                  ｻｲｽﾞ：6.9m        P.9 
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＊ハドロサウルス科 

           
          プロサウロロフス骨格              ヒパクロサウルス骨格           ランベオサウルス骨格 

        Prosaurolophus maximus            Hypacrosaurus altispinus          Lambeosausu lambei 
       白亜紀後期／アルバータ州             白亜紀後期／カナダ         白亜紀後期／アルバータ州 

              ｻｲｽﾞ：8.4m                      ｻｲｽﾞ：3.3m                   ｻｲｽﾞ：8.4m 

 

               
           オロロティタン骨格             クンデュロサウルス骨格            アモウロサウルス骨格 

          Olorotitan arharensis            Kundurosaurus nagornyi           Amurosaurus riabinini 

          白亜紀後期／ロシア               白亜紀後期／ロシア             白亜紀後期／ロシア 

             ｻｲｽﾞ：9.0m                      ｻｲｽﾞ：4.0m                    ｻｲｽﾞ：4.0m 

 

    
      ナンヤンゴサウルス骨格      ブラキロフォサウルス骨格”LEONARDO” 
      Nanyangosaurus zhugeii          Brachylophosaurus canadensis 

        白亜紀前期／中国              白亜紀後期／モンタナ州 

           ｻｲｽﾞ：4.0m                    ｻｲｽﾞ：3.0×2.4m 
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＊ヒプシロフォドン科 

    
        ヒプシロフォドン骨格                  オスニエリア骨格                テスケロサウルス骨格 
        Hypsilophodon foxii                    Othnielia rex                     Thescelosaurus 

       白亜紀前期／イギリス              ジュラ紀後期／アメリカ               白亜紀後期／アメリカ 

           ｻｲｽﾞ：1.8m                        ｻｲｽﾞ：1.6m                       ｻｲｽﾞ：3.0m 

 

   
    パークソサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 
       Parksosaurus warreni 

       白亜紀後期／カナダ 

          ｻｲｽﾞ：2.1m 

 

＊イグアノドン科 

    
         イグアノドン骨格                    イグアノドン骨格                ムッタブラサウルス骨格 
      Iguanodon bernissartensis             Iguanodon orientalis             Muttaburrasaurus langdoni 

       白亜紀前期／ベルギー                 白亜紀／中国               白亜紀前期／オーストラリア 

           ｻｲｽﾞ：10m                        ｻｲｽﾞ：6.0m                      ｻｲｽﾞ：8.5m 

 

      
        オウラノサウルス骨格           プロバクトロサウルス骨格          テノントサウルス骨格 
       Ouransaurus nigeriensis          Probactrosaurus gobiensis          Tenontosaurus tilletti 

         白亜紀／ニジェール             白亜紀後期／モンゴル           白亜紀前期／アメリカ 

            ｻｲｽﾞ：7.2m                     ｻｲｽﾞ：5.0m                    ｻｲｽﾞ：4.5m          P.11 



～ 恐竜骨格レプリカ（鳥盤類）～ 

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 

 

＊イグアノドン科 

    
   プロバクトロサウルス骨格(子供)        イグアノドン骨格（産状） 
         Probactrosaurus                Iguanodon maidstone 

         白亜紀／中国                白亜紀(Lower)／イギリス 

          ｻｲｽﾞ：1.8m                  ｻｲｽﾞ：214×170×40cm 

 

＊ドリオサウルス科 

 
        ドリオサウルス骨格 
          Dryosaurus sp. 

       ジュラ紀後期／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：116cm 

 

 

鎧竜類 

＊アンキロサウルス科 

            
       アンキロサウルス骨格                  ガストニア骨格                ピナコサウルス骨格 
         Ankylosaurus sp.                    Gastonia burgeri              Pinacosaurus grangeri 

          白亜紀／中国                   白亜紀前期／アメリカ               白亜紀／中国 

           ｻｲｽﾞ：3.8m                        ｻｲｽﾞ：4.2m                    ｻｲｽﾞ：4.0m 
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＊アンキロサウルス科 

          
     エウオプロケファルス骨格          エドモントニア骨格             ミモラペルタ骨格(亜成体) 
        Euoplocephalus tutus               Edmontonia sp.                Mymoorapelta maysi 

        白亜紀後期／カナダ           白亜紀後期／アメリカ           ジュラ紀後期／アメリカ 

            ｻｲｽﾞ：6m                      ｻｲｽﾞ：7m                       ｻｲｽﾞ：3.5m 

 

   
          タラルルス骨格                      デンバーサウルス骨格 
     Talarurus plicatospineus            Denversaurus(Edmontonia) cf. Sch/essmani 

     白亜紀後期／モンゴル                 白亜紀後期／ワイオミング州 

           ｻｲｽﾞ：4.5m                            ｻｲｽﾞ：5.5m 

 

＊ノドサウルス科 

     
        ヒラエオサウルス骨格                ペロロプリテス骨格 
        Hylaeosaurus armatus             Peloroplites cedrimontanus 

      白亜紀(Lower)／イギリス              白亜紀(Early)／ユタ州 

        ｻｲｽﾞ：137.1×71.1cm                    ｻｲｽﾞ：6.6m 
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