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X736 土性練習用土壌標本 1 ―

木製標本箱,砂土、砂壌土、壌土、埴壌土、重埴土、シルト
質壌土、⿊ボク土、⽕⼭灰土、味噌土、粗粒⽕⼭灰土、シ
ラス、赤色土、沖積土(高位収穫田表土)、沖積土(低位収穫
田表土)

X737 一般土壌標本 10 ー
木製標本,Ⅰ砕宵土壌,Ⅱ風化土壌(残積土),Ⅲ⽕⼭灰土壌,Ⅳ
風成土壌

X080 ガリレオ温度計 6 ー

バンブーゼブラボール・バナナストライプボール,透明な液
体と複数の様々な密度のガラス器を含む、密閉されたガラ
ス製の円筒で作られた温度計である。温度の変化に従っ
て、各々の浮きが各々の密度に⽐例して上下する。

底面直径5.8cm×高さ30cm

X081 透明標本（トゲクロザコエビ） 1 ー
トゲクロザコエビ,分類︓エビ目エビジャコ科,和名︓トゲ
クロザコエビ,学名︓Argis ochotensis

ケースサイズ︓直径4.5cm
×高さ12.5cm

X082 透明標本（ディスカス） 1
ディスカス,分類︓スズキ目カワスズメ科,和名︓ディスカ
ス sp.学名︓Symphysodon sp.分類︓スズキ目カワスズ
メ科,⽣息域︓南⽶、ラテンアメリカ

ケースサイズ︓直径4.5cm
×高さ9.2cm

X083 透明標本（ウズラ） 1 ー
ウズラ,分類︓キジ目キジ科,和名︓ウズラ,学名︓Coturnix 
japonica

ケースサイズ︓直径4cm×
高さ12cm

X084 透明標本（アフリカツメガエル） 1 ー
アフリカツメガエル,分類︓無尾目ピパ科,和名︓アフリカ
ツメガエル,学名︓Xenopus laevis

ケースサイズ︓直径3cm×
高さ8cm
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X085 透明標本（タツノオトシゴ） 1 ー
タツノオトシゴ,分類︓トゲウオ目ヨウジウオ科,和名︓タ
ツノオトシゴ,学名︓Hippocampus coronatus

ケースサイズ︓直径3cm×
高さ6.5cm

X086 透明標本（スポテッドガー） 1 ー
スポテッドガー,分類︓ガー目ガー科,学名︓Lepisosteus 
oculatus

ケースサイズ︓直径2.8cm
×高さ8cm

X087 透明標本（アオリイカ） 1 ー
アオリイカ,分類︓ツツイカ目ヤリイカ科,和名︓アオリイ
カ,学名︓Sepioteuthis lessoniana

ケースサイズ︓直径1.8cm
×高さ5.5cm

X088 透明標本（アベニー・パファー） 1 ー
アベニー・パファー,分類︓フグ目フグ科,学名︓
Carinotetraodon travancoricus

ケースサイズ︓直径2.5cm
×高さ5.2cm

X089 透明標本（シラスウナギ） 1 ー
シラスウナギ,分類︓ウナギ目ウナギ科,和名︓ウナギ,学
名︓Anguilla

ケースサイズ︓直径1.8cm
×高さ7.1cm

X090 ウニの化石 2 フランス

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Hemicidaris crenularis,

時代︓ジュラ紀後期（約1億6000万年前）,産地︓
Novin,Ardennes,France,化石とは、地質時代に⽣息して
いた⽣物もしくはその活動の痕跡を指す。

⼩︓2.6cm×2.6cm×
1.7cm,⼤︓3cm×3cm×
2cm

X091 縞状鉄鉱層① 1 オーストラリア
厚紙標本箱⼊り,時代︓先カンブリア時代（約25億年前）,
産地︓Hamersley,Western Australia, Australia,酸化鉄と
ケイ酸塩鉱物が縞状に堆積した地層

11cm×13cm×0.6cm
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X092 縞状鉄鉱層② 1 オーストラリア
厚紙標本箱⼊り,時代︓先カンブリア時代（約25億年前）,
産地︓Hamersley,Western Australia, Australia,酸化鉄と
ケイ酸塩鉱物が縞状に堆積した地層

5cm×8cm×1cm

X093 縞状鉄鉱層③ 1 オーストラリア
厚紙標本箱⼊り,時代︓先カンブリア時代（約25億年前）,産
地︓Hamersley,Western Australia, Australia,酸化鉄とケイ酸
塩鉱物が縞状に堆積した地層

5.3cm×6cm×1.1cm

X094 ストロマトライト 2 イギリス

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Solenopora jurassica,時代︓
ジュラ紀中期（約1億6500万年前）,産地︓
gloucestershire,England,光合成能⼒のある細菌や藍藻類の堆
積によって形成された縞状の石灰質構造。その形成年代を測定
することで古代地球の環境を推定できる。

左︓6cm×6.9cm×0.6cm,
右︓6.2cm×7.5cm×
0.7cm

X095 ウミユリ石灰岩 2 中国
ガラスケース標本箱⼊り,時代︓シルル紀（約4億3000年
前）,産地︓中国,湖北省,⽣物の殻（主成分は炭酸カルシウ
ム）が堆積してできたもの

両⽅とも︓7.5cm×10cm×
1.7cm

X096 三葉⾍① 3 アメリカ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Elrathia kingi (Meek),時
代︓カンブリア紀中期（約5億3000万年前）,産地︓
Millard County,Utah,U.S.A.,三葉⾍綱の節⾜動物の総称。
海⽣で、古⽣代カンブリア紀から二畳紀にわたって⽣存

2.5cm×3.6cm×0.5cm

X097 三葉⾍② 1 モロッコ

厚紙標本箱⼊り,学名︓Crotalocephalina gibbus,時代︓デ
ボン紀前期（約4億年前）,産地︓
Laatchana,Alnif,Morocco,三葉⾍綱の節⾜動物の総称。海
⽣で、古⽣代カンブリア紀から二畳紀にわたって⽣存

2.8cm×4.7cm×0.4cm
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X098 三葉⾍③ 1 モロッコ

厚紙標本箱⼊り,学名︓Phachops sp.,時代︓デボン紀（約
4億〜3億6000万年前）,産地︓Alnif,Morocco,三葉⾍綱の
節⾜動物の総称。海⽣で、古⽣代カンブリア紀から二畳紀
にわたって⽣存

2.7cm×3.9cm×0.4cm

X099 アンモナイト① 1 ドイツ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Parkinsonia sp.時代︓ジュラ紀
中期（約1億7000万年前）産地︓
Sengenthal,Bayern,germany,軟体動物頭⾜類の化石動物。古
⽣代のデボン紀に出現し、中⽣代の白亜紀まで繁栄した。現⽣
のオウムガイに近縁で、平面的に巻いた螺旋らせん形の殻をも
ち、直径2センチメートルから2メートル 以上まで種類が多い

4cm×4.6cm×1.8cm

X100 アンモナイト② 1 フランス

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Stephanoceras sp.,時代︓ジュ
ラ紀中期（約1億7000万年前）,産地︓Evrecy,Caen 
Depart,Calvados,France,軟体動物頭⾜類の化石動物。古⽣代
のデボン紀に出現し、中⽣代の白亜紀まで繁栄した。現⽣のオ
ウムガイに近縁で、平面的に巻いた螺旋らせん形の殻をもち、
直径2センチメートルから2メートル 以上まで種類が多い

3.2cm×3.7cm×2cm

X101 アンモナイト③ 1 モロッコ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Platyclymeniaannulata,時代︓デボ
ン紀後期（約3億6000万年前）,産地︓
Sengenthal,Bayern,germany,軟体動物頭⾜類の化石動物。古⽣代の
デボン紀に出現し、中⽣代の白亜紀まで繁栄した。現⽣のオウムガイ
に近縁で、平面的に巻いた螺旋らせん形の殻をもち、直径2センチ
メートルから2メートル 以上まで種類が多い

3cm×3.7cm×1.2cm

X102 アンモナイト④ 2 マダガスカル

厚紙標本箱⼊り,学名︓Douvilleiceras sp.,時代︓白亜紀前期（約1億
年前）,産地︓Mahajanga,Madagascar,軟体動物頭⾜類の化石動物。
古⽣代のデボン紀に出現し、中⽣代の白亜紀まで繁栄した。現⽣のオ
ウムガイに近縁で、平面的に巻いた螺旋らせん形の殻をもち、直径2
センチメートルから2メートル 以上まで種類が多い

⼩︓3.7cm×4.8cm×
2.5cm,⼤︓4.8cm×5.5cm
×2.6cm

X103 シダ植物化石① 1 アメリカ
ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Alethopteris missouriensis, 時
代︓石炭紀後期（約3億年前）,産地︓Keota,Oklahoma,U.S.A.,
維管束植物のうち、種子をつくらないものの総称

7.5cm×10.8cm×0.8cm
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X104 シダ植物化石② 1 アメリカ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Alethopteris serlii, 時代︓石炭
紀後期（約3億年前）,産地︓Schuylkill 
Country,Pennsylvania,U.S.A.,維管束植物のうち、種子をつく
らないものの総称

5.7cm×7cm×1cm

X105 直角石類① 1 モロッコ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Orthoceras sp.,時代︓デボン紀
後期（約3億7000万年前）,産地︓Erfoud,Morocco,直角石は
まっすぐな殻をもつオウムガイの仲間。オルドビス紀からシル
ル紀にかけて繁栄し、三畳紀後期まで⽣息した。

3.3cm×8.1cm×1.3cm

X106 直角石類② 1 モロッコ

プチプチにくるまれている,学名︓Orthoceras sp.,時代︓デボ
ン紀後期（約3億7000万年前）,産地︓Erfoud,Morocco,直角石
はまっすぐな殻をもつオウムガイの仲間。オルドビス紀からシ
ルル紀にかけて繁栄し、三畳紀後期まで⽣息した。

23cm×31cm×3.7cm

X107 メタセコイヤ 1 アメリカ

ガラスケース標本箱⼊り,学名︓Metasequoia occidentalis,時
代︓古第三紀 暁新世（約6000万年前）,産地︓Fallon 
Country,Montana,U.S.A.,メタセコイア（学名: Metasequoia 
glyptostroboides）は、ヒノキ科（またはスギ科）メタセコイ
ア属の針葉樹。1属1種。和名はアケボノスギ

5.8cm×10.5cm×1.8cm

X108 珪化石 1 マダガスカル

プチプチにくるまれている,学名︓Araucaria （ナンヨウスギ）,
時代︓三畳紀（約2億5000万年前〜1億9900万年前）,産地︓
Ankondromena,Madagascar,樹木が地中に埋没し、珪化した化
石。

10.5cm×8.3cm×10.3cm

X109 リチア雲⺟ 1 ブラジル
厚紙標本箱⼊り,英名︓Lepidolite,産地︓Minas gerais,Brazil,リ
チウムを含む雲⺟

7.5cm×6.5cm×2.2cm

X110 ⽕打石 1 ポーランド

厚紙標本箱⼊り,英名︓Flint,産地︓Srodborze area,Poland,同
じフリントストーン同士がぶつかり合うと⽕が飛び散ることで
知られる鉱物で、古くから⼈々に利用されてきた歴史ある鉱物
の一つ

8.7cm×6.2cm×5.5cm
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X111 ⿊雲⺟ 2 アメリカ

チャック袋⼊り,英名︓Biotite,産地︓North Carolina,U.S.A.,雲
⺟の一種である鉱物。鱗状または六角板状の結晶。薄くはがれ
やすく⿊緑色ないし⿊褐色のガラス状光沢がある。⽕成岩・変
成岩の造岩鉱物として広くみられる。

約8.5cm×11.5cm

X112 白雲⺟① 1 アメリカ

チャック袋⼊り,英名︓Muscovite,産地︓North 
Carolina,U.S.A.,アルミニウム・カリウムを含むケイ酸塩鉱物。
単斜晶系に属し、板状・鱗⽚状結晶。白色の真珠光沢があり、
薄くはがれる性質がある。

約9.0cm×15cm

X113 白雲⺟② 1 タンザニア

チャック袋⼊り,英名︓Muscovite,産地︓Morogoro,Tanzania,
アルミニウム・カリウムを含むケイ酸塩鉱物。単斜晶系に属
し、板状・鱗⽚状結晶。白色の真珠光沢があり、薄くはがれる
性質がある。

5cm×11cm

X114 ⽔晶晶洞ペア 1 モロッコ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Quartz,産地︓Morocco,晶洞とは、堆積
岩や、⽕成岩⽞武岩内部に形成された空洞の事

9.5cm×7.0cm×5cm

X115 ⾍⼊りコーパル 1 マダガスカル
ガラスケース標本箱⼊り,時代︓第四紀 更新世（約1年前）,産
地︓Madagascar,天然樹脂の一つ。化石化，半化石化したもの
や現存樹木から分泌されるものもあり，採取⽅法はさまざま。

2.5cm×3.9cm×1.1cm

X116 ⾍⼊り琥珀 1 ドミニカ共和国

ガラスケース標本箱⼊り,時代︓古第三紀 漸新世（約3000年
前）,産地︓中国,湖北省,琥珀は樹脂が地中で固化してできるも
のであるため、石の内部に昆⾍（ハエ、アブ、アリ、クモな
ど）や植物の葉などが混⼊していることがある。こうしたもの
を一般に「⾍⼊り琥珀」と呼ぶ

1.7cm×2.5cm×1.0cm

X117 ⾍⼊り琥珀 1 バルト海

ガラスケース標本箱⼊り,時代︓古第三紀 漸新世（約3000年
前）,産地︓Baltic Sea,琥珀は樹脂が地中で固化してできるもの
であるため、石の内部に昆⾍（ハエ、アブ、アリ、クモなど）
や植物の葉などが混⼊していることがある。こうしたものを一
般に「⾍⼊り琥珀」と呼ぶ

2.5cm×4.2cm×0.8cm
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X118 鉱物結晶標本６種 8 ー
専用厚紙ケース⼊り,学習用鉱物標本6種類セット,（⽔晶・⻩鉄
鉱・⽅解石・蛍石・⽅鉛鉱・白雲⺟）

13.4cm×9cm×3.5cm

X119 砂漠のバラ（石膏）① 1 モロッコ

厚紙標本箱⼊り,英名︓Sand-Rose,産地︓Morocco,砂漠のバラには、
石膏（硫酸カルシウム、CaSO4）でできたものと、重晶石（硫酸バリ
ウム、BaSO4）でできたものがある。これらの鉱物は本来透明で滑ら
かなのだが、表面に砂が付着している（結晶と一体化している）た
め、砂漠のバラは茶色くザラザラした石であることも多い。

9cm×7.5cm×5cm

X120 砂漠のバラ（石膏）② 1 モロッコ

厚紙標本箱⼊り,英名︓Sand-Rose,産地︓Morocco,砂漠のバラには、
石膏（硫酸カルシウム、CaSO4）でできたものと、重晶石（硫酸バリ
ウム、BaSO4）でできたものがある。これらの鉱物は本来透明で滑ら
かなのだが、表面に砂が付着している（結晶と一体化している）た
め、砂漠のバラは茶色くザラザラした石であることも多い。

10cm×5cm×5cm

X121 透明⽅解石 1 メキシコ

厚紙標本箱⼊り,英名︓Calcite,産地︓Mexico,⽐較的透明度の高
い天然の⽅解石。透明⽅解石は⼤理石などに含まれる鉱物。三
⽅向に完全な劈開（へきかい）をすることから日本では⽅解石
と呼ばれている。複屈折現象（下に置いた⽂字や線が二重に⾒
える）の観察にもちいる。

6.8cm×6cm×2.3cm

X122 透明⽅解石 2 メキシコ

プチプチにくるまれている,英名︓Calcite,産地︓Mexico,⽐較的
透明度の高い天然の⽅解石。透明⽅解石は⼤理石などに含まれ
る鉱物。三⽅向に完全な劈開（へきかい）をすることから日本
では⽅解石と呼ばれている。複屈折現象（下に置いた⽂字や線
が二重に⾒える）の観察にもちいる。

左︓7cm×4.8cm×4.2cm,
右︓7.5cm×6.1cm×5cm

X123 斑銅鉱 1 メキシコ

厚紙標本箱⼊り,英名︓Bornite,産地︓Mexico,銅の硫化鉱物で
ある。新鮮な面は赤銅色だが、空気中で⽐較的速やかに酸化さ
れ、⻘紫色や虹色に変色する。虹色を⾒せることからクジャク
銅鉱（peacock ore）の異名がある

8.7cm×3.5cm×3.7cm

X124 藍晶石 1 ブラジル

厚紙標本箱⼊り,英名︓Kyanite,産地︓Brazil,アルミニウムのケ
イ酸塩鉱物の一。三斜晶系。板状または端の⽋けた⻑柱状。⻘
色で、ときに緑・灰白色、ガラス光沢がある。⽅向によって硬
度が異なるので二硬石ともいう。

12cm×10cm×3.5cm
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X125 ⽔晶 1 アメリカ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Rock Crystal,産地︓Arkansas,U.S.A.,
地殻から産出するもっとも代表的な鉱物のひとつであり、透明
度がないものを『石英』、無色透明のものを『⽔晶』と呼ぶ。

6.7cm×5cm×4cm

X126 硫⻩ 1 ボリビア
厚紙標本箱⼊り,英名︓Sulfur,産地︓Salar de Uyuni,Daniel 
Campos,Bolivia,⻩色の樹脂光沢のあるもろい結晶。天然に単
体で存在する。

7.5cm×6.5cm×5cm

X127 ⽅鉛鉱/閃亜鉛鉱 1 ブルガリア

厚紙標本箱⼊り,英名︓galena / Sphalerite,産地︓
Madan,Bulgaria,硫化鉛からなる鉱物。⽴⽅晶系。鉛灰色で⾦
属光沢がある。⽐較的低温の熱⽔鉱床や接触交代鉱床中に産す
る。鉛の最も重要な鉱石鉱物。

5cm×4.7cm×2.5cm

X128 自然銅① 1 アメリカ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Native-Copper,産地︓Michigan,U.S.A.,
天然に単体の状態で産する銅。⾦属光沢のある淡桃色を⽰す
が、普通は銅赤色または褐色に変色している。

8cm×6.5cm×4.3cm

X129 自然銅② 1 アメリカ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Native-Copper,産地︓Michigan,U.S.A.,
天然に単体の状態で産する銅。⾦属光沢のある淡桃色を⽰す
が、普通は銅赤色または褐色に変色している。

6cm×4cm×1cm

X130 アカスタ⽚麻岩 1 カナダ

ガラスケース標本箱⼊り,英名︓Acasta gneiss,時代︓39.6億年
前の花崗岩が36億年前に変成した,産地︓Acasta 
River,Northwest Territories,Canada,カナダのアカスタ湖周辺
に分布する始⽣代最初期の⽚麻岩類。花コウ岩質⽚麻岩・角セ
ン岩質⽚麻岩などからなる。

1.7cm×2.5cm×1.2cm

X131 磁鉄鉱① 1 ボリビア
厚紙標本箱⼊り,英名︓Magnetite,産地︓
Mt.Huanaquino,Potosi,Bolivia,鉄の酸化物からなる鉱物。等軸
晶系。⿊色でつやがあり、強い磁性を⽰す。

8.5cm×5cm×2cm
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X132 磁鉄鉱② 1 ボリビア
厚紙標本箱⼊り,英名︓Magnetite,産地︓
Mt.Huanaquino,Potosi,Bolivia,鉄の酸化物からなる鉱物。等軸
晶系。⿊色でつやがあり、強い磁性を⽰す。

9.5cm×4cm×3cm

X133 石膏 1 メキシコ
厚紙標本箱⼊り,英名︓gypsum,産地︓Mexico,硫酸カルシウム
の二⽔和物からなる鉱物。単斜晶系。無色ないし白色で、ガラ
ス光沢がある。石灰岩・岩塩などとともに堆積層をなす。

7.7cm×8cm×2.7cm

X134 ⽅鉛鉱/⽔晶 1 ブルガリア

厚紙標本箱⼊り,英名︓galena / Quartz,産地︓
Madan,Bulgaria,硫化鉛からなる鉱物。⽴⽅晶系。鉛灰色で⾦
属光沢がある。⽐較的低温の熱⽔鉱床や接触交代鉱床中に産す
る。鉛の最も重要な鉱石鉱物。

6.5cm×4.5cm×4.5cm

X135 白雲⺟（実験用） 20 ー

円柱状半透明タッパ⼊り,実験用鉱物材料、白雲⺟,英名︓
Muscovite,アルミニウム・カリウムを含むケイ酸塩鉱物。単斜
晶系に属し、板状・鱗⽚状結晶。白色の真珠光沢があり、薄く
はがれる性質がある。

ケースサイズ︓直径7.5cm
×高さ5cm

X136 ボーキサイト（実験用） 5 ー
円柱状半透明タッパ⼊り,実験用鉱物材料、ボーキサイト,英名︓
Bauxite,アルミニウムの鉱石。⽔酸化アルミニウムを主成分と
する灰色ないし赤褐色粘土状の鉱物。

ケースサイズ︓直径7.5cm
×高さ5cm

X137 ウミユリの化石 1 モロッコ

プチプチにくるまれている,学名︓Scyphocrinus elegans,時
代︓シルル紀 (約4億4300万年前〜4億1600万年前),産地︓
Erfoud,Morocco,ウミユリはウミユリ綱に分類される棘皮動物
の一群である。「ユリ」の名前がついているために植物のよう
な印象を与えるが、ヒトデやウニと同じ棘皮動物の仲間である

22cm×15cm×2cm

X138 ⻩鉄鉱① 2 スペイン
厚紙標本箱⼊り,英名︓Pyrite,産地︓Spain,鉄と硫⻩の化合物。
淡⻩色で⾦属光沢がある。各種岩石・鉱床中に広く分布し、か
つて硫酸の製造や製鉄に用いられた。

右︓5.5cm×4.5cm×4cm,
左︓6.5cm×4cm×2.5cm
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X139 ⻩鉄鉱② 1 スペイン 厚紙標本箱⼊り,英名︓Pyrite,産地︓Spain 5.5cm×5cm×5.5cm

X140 磁鉄鉱（天然磁石） 2 アメリカ

⽴⽅体透明箱⼊り,目で観る実験科学シリーズ,産地︓アメリカ 
ユタ州,鉄の酸化物からなる鉱物。等軸晶系。⿊色でつやがあ
り、強い磁性を⽰す。接触交代鉱床や砂鉄鉱床中に産し、鉄の
主要な鉱石。マグネタイト。

4.5cm×3cm×1.5cm

X141 ⽞武岩中のかんらん石 1 アメリカ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Olivine,産地︓Arizona,U.S.A.,低Ca-輝
石がなく，橄欖(かんらん)石が主で50％を超し，斑晶および石
基に産する⽞武岩

6.8cm×4.5cm×4cm

X142 ストロマトライト,モロッコ① 4 モロッコ
厚紙標本箱⼊り,英名︓Stromatolite,時代︓白亜紀 (約1億4500
万年前〜6550万年前),産地︓Morocco,ストロマトライトは藍藻
類と堆積物が何層にも積み重なって形成される。

⼤︓5.5cm×4.5cm×4cm,
⼩︓2.5cm×2.8cm×2cm

X143 ストロマトライト,モロッコ② 1 モロッコ

プチプチにくるまれている,英名︓Stromatolite,時代︓白亜紀前
期（約1億1100万年前）,産地︓Kem Kem,Taouz,Morocco,ス
トロマトライトは藍藻類と堆積物が何層にも積み重なって形成
される。

19cm×17cm×12cm

X144 ガーネット（鉄ばんざくろ石） 1 オーストリア
厚紙標本箱⼊り,英名︓Almandine,産地︓Austria,普通に産する
造岩鉱物。ガーネットともいう。現在知られているざくろ石は
23種類であるが、日本ではそのうち11種類が産する。

9.5cm×6cm×6.5cm

X145 ⽔晶/⻩鉄鉱 1 ペルー
プチプチにくるまれている,英名︓Quartz / Pyrite,産地︓
Huaron,Pasco,Peru,淡⻩色不透明で⾦属光沢をもつ鉱物。

13cm×6.5cm×5cm
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X052 岩石標本15種 20
代表的な岩石（⽕成岩、堆積岩、変成岩）15種セット（解
説付き)

ケースサイズ︓18.5cm×
9.5cm×2cm

X053 ジェムストーン25種 5
加⼯によって宝石あるいは飾石として一般的に利用される
価値をもった鉱物をさす。

ケースサイズ︓12.5cm×
11cm×3cm

X054 誕⽣石標本12種 5
12種類の誕⽣石をそれぞれ⼩箱に収納し、鉱物名と石⾔葉
を添えてある。

ケースサイズ︓15cm×
13cm×2.8cm

X055 いろいろな種(穀物の標本)セット 5
穀物の名前は知っているけどわからない，実物を⾒たことがな
い……だからこそ楽しい「穀物標本作りと名前当て」ができる
セット

約50⼈分セット

X055 木材標本 20

[木材標本内容]・広葉樹︓栓、桂、ゴムノキ、ウリン、桐、タ
モ、ヨーロピアンビーチ、アユース、イエローポプラ、バル
サ,・針葉樹︓杉、桧、アガチス、赤松、アローカリア、ラジア
タパイン、ベイスギ,・木質材料︓ラワンベニヤ、MDF、パー
ティクルボード

セットケースサイズ︓
28cm×17.5cm×8cm


