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脳・神経系モデル 

脳、2 分解モデル(台付) 
N-51 ￥ 34,100 (本体価格\ 31,000) 
丁寧なハンドペイントの動脈を加えられた、

お求め易いモデルです。サイズ 16x20x14cm 

脳、2 分解モデル(色分け型、台付) 
N-55 ￥ 36,300 (本体価格\ 33,000) 
前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭葉、運動皮
質、小脳、脳幹に色分けされたモデルです。
サイズ 16x20x14cm, 

実重量 

脳の疾患モデル 
N-67  ￥ 23,650 (本体価格\ 21,500) 
このモデルは、3 種類の疾患を示しま
す。動静脈奇形（AVN）、脳動脈瘤、脳
出血（脳卒中）です。サイズ 11×11×
19cm;0.37kg 

症例 

脳、9 分解モデル (台付)   
N-87 ￥ 42,680 (本体価格\ 38,800) 
前頭葉と頭頂葉、側頭葉と後頭葉、脳幹、小脳、動脈が分

解できる 、近実重量の MQ モデルです。サイズ
17x15x16cm,約 1.7kg 

※在庫限り 

※在庫限り 

※在庫限り 

脳の機能と分野モデル (実物大、5 分解)   

N-922 ￥ 24,310 (本体価格\ 22,100) 
半側は前頭葉と頭頂葉、側頭葉と後頭葉、脳幹、小脳に分解。 
運動・感覚・視覚・ブローカ中枢、聴覚皮質とウェルニッケ中枢言語

域に着色しています。 

■頭蓋のマッチングは、
AV-236,AV-237,AV-238, 
AV-136.2,AV-136.3, 

AV-135 等で。 

■頭蓋は AV-136.2 頭
蓋、22 分解モデル（白色

型、マグネット接続）のマッ
チングです。 

■左写真の大脳鎌は、Ｎ

-922 に含まれておりませ
ん。別途 N-925 大脳鎌モ
デルをお買い求め下さ

い。適合する脳は N-922, 
N-918 です。 

脳モデル (実物大、5 分解)   
N-918 ￥ 23,100 (本体価格\ 21,000) 
半側は前頭葉と頭頂葉、側頭葉と後頭葉、脳幹、小脳に分解。 

脳幹には各脳神経を示しています。 

■頭蓋は AV-136.3 頭

蓋、22 分解モデル（多色
型、マグネット接続）のマッ
チングです。 

■頭蓋のマッチングは、
AV-236,AV-237,AV-238, 
AV-136.2,AV-136.3, 

AV-135 等で。 

■左写真の大脳鎌は、Ｎ

-922 に含まれておりませ
ん。別途 N-925 大脳鎌モ
デルをお買い求め下さ

い。適合する脳は N-922, 
N-918 です。 
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脳、4 分解モデル (機能色分型、2 倍大、台付) 
N-63 ￥ 236,830 (本体価格\ 215,300) 

この 2 倍大の脳は、正中断の半脳と 3 分解の半脳に分かれます。前頭葉と脳幹
は取り外し可能。知覚や運動を司る領域を分かり易く色分けしています。 
サイズ 36x28x20cm 

脳脊髄液、循環モデル （拡大、台付） 
N-64 ￥ 131,670 (本体価格\ 119,700) 

軟膜、クモ膜と硬膜を表示している面と、脳脊髄液に満た
される域を表示している面を持つ詳細なモデル。流れの
方向を矢印で示しています。サイズ 25x18x12cm;0.9kg 

脳、4 分解モデル (区分色分型、2 倍大、台付) 
N-65 ￥ 236,830 (本体価格\ 215,300) 
この 2 倍大の脳は、前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭葉、運動皮質、体性感覚

皮質、辺縁皮質、小脳、脳幹に色分けされています。脳神経 12 対と他の部位
は番号が付けられています。サイズ 36x28x20cm 

脳、セクションモデル （拡大、台付） 
N-94 ￥ 131,670 (本体価格\ 119,700) 
脳の各部に分けて表してます。49 の番号・記号を表示。
名称表で対応してます。サイズ 25x18x12cm;0.9kg 

脳の機能と分野、ハーフモデル （実物大） 

N-921 ￥ 16,610 (本体価格\ 15,100) 
運動・感覚・視覚・ブローカ中枢、聴覚皮質と
ウェルニッケ中枢言語域に着色しています。 

脳、ハーフモデル (実物大)   
N-915 ￥ 15,070 (本体価格\ 13,700) 
脳幹には各脳神経を示しています。 

大脳鎌モデル (実物大)   
N-925 ￥ 5,830 (本体価格\ 5,300) 

適合する脳は N-922, N-918 です。 

■左写真の頭蓋、脳は、Ｎ-925 に含まれており
ません。別途脳モデルをお買い求め下さい。 
適合する脳は N-922, N-918 です。 

さらに適合する頭蓋は、AV-236, AV-237, 
AV-238, AV-136.2,AV-136.3, AV-135 等です。 



 

47 

頭蓋の神経と血管モデル 
N-71 ￥ 317,900 (本体価格\ 289,000) 

3 分解の頭蓋骨は主要な神経と血管を表しています。脳はソフトな素材
で作られており、よりリアル感を増します。脳部は 8 分解で、次の様に分
解します。左右の前頭葉と頭頂葉・側頭葉と後頭葉・脳幹・小脳。サイズ

17.5x16.5x22cm 

ソフト脳、8 分解モデル 
N-84  ￥ 77,550 (本体価格\ 70,500) 
脳はソフトな素材で作られており、よりリアル感を増します。

脳部は 8 分解で、次の様に分解します。左右の前頭葉と頭
頂葉・側頭葉と後頭葉・脳幹・小脳。サイズ 14x16x14cm 

脳室と大脳核（実物大） 

N-78 ￥ 22,000 (本体価格\ 20,000) 
サイズ 10x9x10cm；0.1kg ※在庫限り 

大脳核と内包(強拡大)モデル （2 分解） 

N-80 ￥ 22,550 (本体価格\ 20,500)              
サイズ 12x12x8cm；0.2kg ※在庫限り 

実物大 強拡大 

ニューロンモデル （強拡大） 
N-93  ￥ 16,610 (本体価格\ 15,100) 

サイズ 14.5x4x2cm 

神経系モデル（1/2 サイズ、台付） 
Ｎ-86  ￥ 67,210 (本体価格\ 61,100) 
中枢と末梢神経をレリーフで表していま
す。脳は取り外せます。 
本体サイズ 90×31×12cm 

脳室モデル（実物大） 

N-95 ￥ 23,100 (本体価格\ 21,000) 
スタンド付 

脳と頭蓋底モデル （7 分解、実物大） 
N-89  ￥ 282,480 (本体価格\ 256,800) 
脳神経と頭蓋底の神経の孔を見れます。 

実物大 



感覚、五感モデル（視・臭・味・聴・平衡、実物大） 
N-83  \ 149,380 (本体価格\ 135,800) 
各神経のあり方を分りやすく表しています。眼球と
舌部は取り外せます。18 分 CD が付属（英）。 
サイズ 19x15x15cm、台付 

脳、前頭断セットモデル 
N-92  \ 466,840 (本体価格\ 424,400) 
7 スライスの前頭断。画像診断トレーニング、また、患者説明用に
ご使用頂けます。 
各合わせはマグネットを使用。簡単に取り扱えます。解剖学的詳
細を忠実に再現してます。実物大。 

頭部の 12 ディスクセット（実物大） 
N-41  \ 136,290 (本体価格\ 123,900) 
12 スライスの水平断。画像診断トレーニング、また、患者説明用
にご使用頂けます。 
スタンドにセットされ簡単に取り扱えます。解剖学的詳細を忠実に
再現しています。実物大。 
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高精度！ 



脳モデル （男性、高精度キャスト製） 
N-90  \ 123,200 (本体価格\ 112,000) 
実際から直採型した、高精度なモデルです。 
学術的詳細を 100％転写しています。 
実物大。 

※この脳には AV-128 頭蓋 3 分解、男性成人モデル が適合します。（写真） 
   （17 ページ） 
頭蓋は製品に含まれていません。別途、お買い求め下さい。 

頭蓋、硬膜付 3 分解モデル（静脈洞） 
N-40  \ 13,970 (本体価格\ 12,700) 
ユニークな硬膜モデルです。他社ではなかなかお目に掛かれません。ペイント
された 3分解頭蓋付きでこの価格です。実物大。硬膜部は軟質 PVCで割れる
ことはありません。 
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高精度！ 

マッチングは 
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