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頭蓋モデル 
頭蓋骨、計 50 品以上 
高精度型や経済型頭蓋骨をご用途に応じてお選び頂けます。採型骨格標本を厳選し、熟練

した技術者により丁寧に、正確に組上げられております。骨の溝・孔・裂・稜・結節・突起・縫
合等を忠実に再現できる様に転写性にすぐれた製造をしております。 
また、AV-36～39製品の31本の歯牙は、歯根に至るまで完全独立製造され抜歯をも可能と

しました。さらに右下顎をフラップ開閉し歯槽を見る事ができます。 
それぞれ特長を持った数ある製品の中から、お望みの製品をお選び下さい。全製品 PVC
製、実物大（一部を除く）です。 

※この価格帯でご購入できる
製品としては、世界のトップクラ
スの頭蓋骨です。逸品です。 

頭蓋、4 分解モデル(下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  
AV-36  \ 43,670 (本体価格\ 39,700) 
多くの頭蓋骨の基本型です。 
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 写真 1. 頭蓋、4 分解モデル(縫合着色、下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型) AV-36a  \ 48,290 (本体価格\ 43,900) 
AV-36 の縫合線に着色し、各骨の境界を明確にしたモデルです。 

写真 2. 頭蓋、4 分解モデル(筋表示・下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-37 \ 60,280 (本体価格\ 54,800) 
AV-36 に筋の起始(赤)と停止(青)、また、各筋に番号を付け、名称表で対応しています。 

写真 3. 頭蓋、4 分解モデル(番号表示・下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-38 \ 51,590 (本体価格\ 46,900) 

AV-36 に解剖学的に重要な部分に番号を付け、名称表で対応しています。 
写真 4. 頭蓋、頚椎付 5 分解モデル(下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-40 \ 68,530 (本体価格\ 62,300) 

AV-36 に 7 つの頚椎と椎間板、神経根・椎骨動脈を付けた”頚椎付”モデルです。可動型、台付 

写真 5. 頭蓋、4 分解モデル(番号・内部の神経と血管表示・下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-39 \ 64,570 (本体価格\ 58,700) 
AV-38 の内部に、神経と血管表示追加したモデルです。 

写真 6. 頭蓋、4 分解モデル(番号・筋・内部神経と血管表示・下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-39a \ 81,950 (本体価格\ 74,500) 

AV-39 に、さらに筋の起始(赤)と停止(青)、また、各筋に番号を付け、名称表で対応しているモデルです。 
写真 7. 頭蓋、透明、4 分解モデル(下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-36.2 \ 75,130 (本体価格\ 68,300) 

AV-36 を透明樹脂で製品化したモデルです。 
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頭蓋、18 分解モデル (多色型) AV-43.1  \ 121,000 (本体価格\ 110,000) 
人気のある頭蓋骨分離モデル、多色と白色の 2 種をご紹介します。 
厳選された自然頭蓋骨標本から採型されたモデルの分解数は 18 点。全てが同一骨から分解され個
型に造形されています。すなわち、全ての骨において解剖学的詳細を 100%持っています。歯牙は
31 本。歯根も実際に忠実に作られ脱着することができます。 
分解; 
1. 底部; 蝶形骨(1)、側頭骨(3-片方全体-片方 2 分解により内耳を見る)、後頭骨(1) 
2. 頂部; 前頭骨(1)、頭頂骨(1) 
3. 顔部; 篩骨(1)、骨鼻中隔(1-鋤骨/垂直板)、鼻骨(1)、上顎骨(2-上顎と 11 歯牙)、下顎(1-下顎

と 12 歯牙)、下鼻甲介(2)、頬骨(2)  

※白色仕様もお選び頂けます。 
頭蓋、18 分解モデル (白色型) AV-43 \ 112,970 (本体価格\ 102,700) 

頭蓋、11 分解モデル(多断分割と開閉等の多機能型) AV-42 \ 242,770 (本体価格\ 220,700) 
厳選された自然頭蓋骨標本から採型されたモデルは、使い易くかつ優れた情報量を生み出す様に
各部を機能的に開放/分解させております。 
頭蓋冠を外すと頭蓋内底部の構造や孔、突起、窩等を見る事が出来ます。さらに矢状断では鼻腔の
構造を完全に見れます。前頭骨は片方を開放、片方をフラップ開閉。側頭骨は取り外せ２分解でき、
内耳の構造を見る事が出来ます。上顎骨は片方を開放、片方をフラップ開閉し片方に神経を付けて
います。また下顎も同様です。下顎自体も取り外せます。 
歯牙は歯根に至るまで実際に忠実に再現されています。逸品です。 

our フラッグシップ 

with proud. 

AV-36～48 シリーズは暫くの

間、数ヶ月の納期が必要です。 

AV-36～48 シリーズは暫くの

間、数ヶ月の納期が必要です。 



 性差別･年齢別 詳細シリーズ 

 

写真 1.  頭蓋、3 分解、男性成人モデル （AV-128）                 

BC-092  \ 118,140 (本体価格\ 107,400) 

写真 2.  頭蓋、3 分解、女性成人モデル  （AV-129）               

BC-150  \ 124,960 (本体価格\ 113,600) 

写真 3.  頭蓋、2 分解、女性思春期モデル （AV-130） 

BC-301  \ 103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 4.  頭蓋、2 分解、13 才児モデル  （AV-130.1） 

BC-270  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真5. 頭蓋、2分解、12才児モデル(歯露) （AV-130.2） 

BC-135  \118,140 (本体価格\ 107,400) 

写真 6.  頭蓋、2 分解、9 才児モデル  （AV-130.3） 

BC-277  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 7.  頭蓋、3 分解、5 才児モデル  （AV-132） 

BC-188  \ 123,310 (本体価格\ 112,100) 

写真 8.  頭蓋、2 分解、4 才児モデル  （AV-132.2） 

BC-247  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 9.  頭蓋、2 分解、3 才児モデル  （AV-132.3） 

BC-210  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 10.頭蓋、2 分解、18 ヶ月才児モデル （AV-145） 

BC-209  \103,180 (本体価格\ 93,800)  

写真 11.頭蓋、2 分解、15 ヶ月才児モデル （AV-133） 

BC-216  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 12.頭蓋、2 分解、14 ヶ月才児モデル （AV-147） 

BC-187  \103,180 (本体価格\ 93,800) 

写真 13. 頭蓋、3 分解、1 才児モデル （AV-144） 

BC-280  \113,190 (本体価格\ 102,900) 

写真 14. 頭蓋、胎児(40.5 週)モデル （AV-144.1） 

BC-228  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 15. 頭蓋、胎児(40 週)モデル （AV-134） 

BC-182  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 16. 頭蓋、胎児(35 週)モデル （AV-144.2） 

BC-227  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 17. 頭蓋、胎児(34 週)モデル （AV-144.3） 

BC-226  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 18. 頭蓋、胎児(32 週)モデル （AV-134.1） 

BC-181  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 19. 頭蓋、胎児(31 週)モデル （AV-134.2） 

BC-180  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 20. 頭蓋、胎児(30 週)モデル （AV-134.5） 

BC-225  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 21. 頭蓋、胎児(29 週)モデル （AV-134.6） 

BC-195  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 22. 頭蓋、胎児(21.5 週)モデル （AV-134.7） 

BC-220  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 23. 頭蓋、胎児(20 週)モデル （AV-134.4） 

BC-194  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 24. 頭蓋、胎児(17 週)モデル （AV-134.8） 

         BC-217  \  36,080 (本体価格\ 32,800)  

写真 25. 頭蓋、胎児(13 週)モデル （AV-134.9） 

BC-215  \  36,080 (本体価格\ 32,800) 

写真 26.頭蓋、胎児(40 週)モデル(頭蓋冠カット) （AV-144.4） 

BC-281  \  88,990 (本体価格\ 80,900) 
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5. 6. 7. 

8. 

5 才児 

3 才児 

9. 

18ヶ月才児 

10. 

1 才児 

11. 

12. 13. 

12 才児 

思春期女性 

3. 

高精度型の頭蓋を男女や年齢別にお求め頂けます。全ての頭蓋は、厳選された標本よりの直採
型。さらに着色され、実物と区別が出来ない程の製品です。 
3 分解のみ頭蓋冠が外せ、底が見れます。 

2. 

成人女性 成人男性 

1. 

4. 

32 週 34 週 

13 週 

35 週 
40 週 

13 才児 9 才児 

4 才児 15ヶ月才児 

14ヶ月才児 

40 週 

29 週 

17 週 

30 週 

20 週 

31 週 21.5 週 

40.5 週 

14. 

24. 

19. 

20. 

23. 

16. 17. 

21. 

22. 

25. 

18. 15. 

26. 

胎児 
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頭蓋、筋付、3 分解モデル (下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型) AV-48  \ 86,240 (本体価格\ 78,400) 
AV-36 の製品の左側と下顎側に主要な筋を付けた製品です。すべての筋は耐久性の高いシリコン製
で、柔軟性を持たせています。もちろん歯根のある歯牙 31 本は、弾性のある樹脂剤で保持され抜歯する
事もできます。さらに右下顎は。フラップ開閉により歯槽を露出できます。 

※頚椎付仕様もお選び頂けます。 

（頭蓋骨には筋は付いておりません） 

 
頭蓋、頚椎・筋付、3 分解モデル  
(下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)   
AV-48.1  \ 105,820 (本体価格\ 96,200) 

マグネット合せ 22 分解モデル 扱い易し！  
世界中で使われている製品です！ 

頭蓋、22 分解モデル (多色型/マグネット接続) EZ-43 \ 76,670 (本体価格\ 69,700) 
15 種 23 個ある実物頭蓋。当然、この種のモデルでは「舌骨」は入れませんので全部の骨の分解を可能とした
製品です。特筆すべきは接合部にマグネットを使用し、大変簡単に分解/組み上げる事が出来ます。22 分解、
世界初の機能を持った製品は、価格もリーズナブルです。 
分解；頭頂骨（2）、後頭骨、側頭骨（2）、前頭骨、蝶形骨、篩骨、鋤骨、口蓋骨（2）、下鼻甲介（2）、上顎骨
（2）、涙骨（2）、鼻骨（2）、頬骨（2）、下顎骨 
ユーザーガイド付 ※白色型もお求め頂けます。内容は同一です。 

頭蓋、22 分解モデル (白色型/マグネット接続)  

EZ-422  \ 69,080 (本体価格\ 62,800) 

※ALL 筋仕様・頚椎付もお選び頂けます。 

（頭蓋・頚椎の両方に筋が付いています） 

頭蓋・筋付、頚椎・筋付、4 分解モデル 
(下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型) 

AV-48.2   \ 135,630 (本体価格\ 123,300) 

※高精度な単骨でお求め頂けます。 

蝶形骨モデル (実物大)  

AV-160.1 \ 8,250 (本体価格\ 7,500) 

 

高精度な単骨です。同一標本からの直採型です。  

蝶形骨/側頭骨の単骨販売は稀です。 セットでもどうぞ。 

※高精度な単骨でお求め頂けます。 

側頭骨モデル (実物大)  

AV-160.2 \ 6,600 (本体価格\ 6,000) 

 

※高精度な単骨でお求め頂けます。 

後頭骨モデル (実物大)  

AV-160.3 \ 6,270 (本体価格\ 5,700) 

 

頭蓋、胎児分解モデル (10 週)  
BCM-186-D  \ 300,300  
(本体価格\ 273,000) 
10 週胎児の完全な頭蓋セットです。 
Medical Quality / 世界唯一の製品です。 

満期胎児の頭蓋、 
堂々のフル分解 

頭蓋、22 分解モデル 
（32 本歯牙着脱、スタンド付） 
BC-191-A  \ 802,780  
(本体価格\ 729,800) 
標本レベルの学術的詳細に近づ
けた高価格モデルです。 

頭蓋、分離モデル（ケース付） 
AV-4706  \ 687,280  
(本体価格\ 624,800) 
標本レベルの学術的詳細に近づ
けた高価格分離モデルです。 

標本近似 

フル分解 

標本近似 

フル分解 

頭蓋、3 分解モデル 
AV-80  \ 9,130 (本体価格\ 8,300) 
経済型頭蓋骨の基本型。 

頭蓋、3 分解モデル(縫合着色、番号表示型) 
AV-80.2  \ 10,780 (本体価\ 9,800) 
AV-80 の縫合線に着色。 

頭蓋、3 分解モデル(各骨色分け表示型) 
AV-80.3 \ 12,870  (本体価格\ 11,700) 
AV-80 を骨別に着色。 

頭蓋、頚椎付モデル(台付) 
AV-80.4 \13,200 (本体価格\ 12,000) 
AV-80 の頚椎付。 

ミニ 頭蓋モデル （1/2 サイズ） 

頭蓋モデル(1/2 サイズ)  
MV-30  \ 2,530 (本体価格\ 2,300) 

ミニ頭蓋では、第一級の製品です。 

経 済 型 シリーズ 
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新潟大学医歯学系産学連携 開発製品 

品番：J-01 

表情筋・咀しゃく筋モデル 
 世界初 待望の表情筋詳細モデル 

「顔」についての関心のすそ野は極めて広く、本モ

デルは医学、歯学、美容・エステ業界、法医学（復

顔法を含む）、美術、人間工学、人類学、生物学、古

生物学の学生・研究者・臨床家・施術者、その他「顔」

に興味のあるすべての人に利用価値の高い模型で

す。 

今まで類似する表情筋モデルは世界で 3 機種ありま

した。いずれも半顔面レリーフシートを貼付する単

純なもので、学術的細要求を満たさないものでした。 

低廉な価格で 
どなたでもお買い求めできる価格に努めました。 

多くの方に使って頂けるよう、開発当初から価格の

上限を決めました。但し、耐久性のためには多額な

金型製作費用が必要な射出成形を堅持しました。 

これにより、3D プリンターでは決して真似できな

い耐久力があります。鼻軟骨/口唇は軟材質です。 

 

品番：J-01 
品名：表情筋・咀しゃく筋モデル 
サイズ：実物大 
重量：約 1.1kg 
仕様：筋パーツ 40 分解（2 部品固定）、頭蓋骨 3 分解 

材質：PVC プラスチック（射出成形） 
付属品：ガイド冊子（16 ページ・多言語）、保管箱付 
 
価格：￥50,000(本体) + 税 
 
※印刷や画像は、実際の色と違いがある場合があります。 
※本品は玩具ではありません。お子様には触れさせないで下さい。 

開発 約 2 年 8 ヶ月 
本モデルは、癒し空間ふぅ・美筋ラボ高見寿子氏、新潟

大学大島勇人教授、医学モデル工業と書面契約された新

潟大学産学連携プロジェクトにより実現しました。 

医学・美学・工学が結集し、長期に及んだ開発期間の中

で幾度も試作し、学術検証を積み重ねてようやく実現し

た製品です。 

 

高度な学術的詳細 
類似製品は無論のこと、多くの著名成書を調べ、実際で

確認しました。開発を進める中で、「表情筋」について

は既知の範囲のあいまいな部分に幾度もあたり、結論を

求められました。決して解剖学書だけでは出来ません。 

 

扱いやすく 
筋パーツは全 40 分解。扱い易さも求められます。埋め

込みマグネットとナイロンピンによる、簡単分解に努め

ました。さらに、便利で詳しいガイド冊子が付属します。 

複雑な咀しゃく筋部の構成も、マグネットで簡単着脱されます。 

全ての筋の構成。主にマグネットで着脱されます。頭蓋は 3 分解。 

学術的に正確で詳細な、美しい製品。 
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