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受注生産

普段は､博物館などに収めるために造っているのですが一般の方からも「是非欲しい」という声があり販売することになり

ました。高価格と思われるかもしれませんが、なにぶん手造りで一から原型を造り、型を取り、プラスチックで成型し彩色

をして仕上げるという工程を取っておりますので、何卒ご了承ください。また、予算が合わない・・このようなポーズにし

てほしい・・地域に合った色にしてほしいなどの御要望、ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

1 両生類、爬虫類、昆虫、キノコなどのレプリカ。

2 自然史系小型ジオラマ。

3 博物館、資料館、お店などのオリジナルのコレクションシリーズ、T OY シリーズ、ピューターシリーズに準じた製品。

4 蝋や、プラスチックなどによる原型製作。

5 縮尺模型（ミニチュア） 拡大模型 （プランクトンなど）

蝋による原型

色見本の作成

以下は、受注生産の作例の一部です。ここに掲載のものでも型の破損などの理由で同じものが出来ないことがございます。

とくにキノコは本物から型を取ることが多く、同じ型から成型することが難しいものが多いです。

ミュージアムシリーズの両生類・爬虫類は環境によって体色などが異なりますので、色を自由に指定していただくことができます。

色などの複雑さにより価格が変わることがありますので、ご了承ください。

またここに載っていない生物についてはご相談ください。（資料がない場合は製作できないことがあります）

ご注文いただいてから製作完了まで数ヶ月かかることがございます。何卒ご了承ください。
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カエル （サイズは体長(吻から尻まで)）

M UK-1 ニホンアマガエル M UK-2 ニホンアマガエル 2（茶） 35mm ¥66,000（¥60,000）（1 体）

M UK-8 ツチガエル 35 mm ¥66,000（¥60,000） M UK-31 ニホンアカガエル ¥66,000（¥60,000）   

M UK-3 トノサマガエル・オス 50mm ¥88,000（¥80,000） M UK-4 トノサマガエル・メス 58mm ¥88,000（¥80,000）

M UK-9 ヌマガエル 35 mm ¥66,000（¥60,000） M UK-14 タゴガエル 42 mm ¥66,000（￥60,000）

M UK-10 ウシガエル 165 mm ¥143,000（¥130,000）

  
MUK-5 ダルマガエル・オス（鳴いてるタイプ）・M UK-6 ダルマガエル・オス 2

50 mm ¥77,000（¥70,000）

M UK-7 ダルマガエル・メス 78 mm   ¥77,000（¥70,000）

M UK-32 ナゴヤダルマガエル 65mm ¥77,000（¥70,000）

   
MUK-28 エゾアカガエル 52mm \77,000（\70,000）

  

M UK-33 ダルマガエル 55 mm¥77,000（¥70,000）
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M UK-17 オオヒキガエル 125 mm ¥143,000（¥130,000） M UK-12 ナガレヒキガエル 105 mm ¥132,000（¥120,000）

M UK-29 アズマヒキガエル 110 mm ¥132,000（¥120,000） M UK-30 アズマヒキガエル高地型 55 mm ¥110,000（¥100,000）

M UK-11 ニホンヒキガエル  110mm  ¥154,000（¥140,000）

M UK-13シュレーゲルアオガエル・オス 35 mm メス 50 mm ¥71,500（¥65,000）

M UK-15 カジカガエル 50 mm ¥66,000（¥60,000）
  

M UK-27 ヤマアカガエル 50 mm ¥66,000（¥60,000）

M UK-26 モリアオガエル・メス 80 mm ¥132,000（¥120,000）

M UK-19 ハロウエルアマガエル ♂35 mm ♀M UK-20 40 mm ¥77,000（¥70,000）（1 体）

M UK-18 ハナサキガエル（土台あり）50 mm ¥99,000（¥90,000）
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MUK-21 リュウキュウアカガエル 45mm \77,000（\70,000）

M UK-25 ホルストガエル（土台あり）120 mm ¥154,000（¥140,000）

M UK-24  ナミエガエル（土台あり）110 mm ¥154,000（¥140,000）

イシカワガエル（土台あり）120 mm ¥176,000（¥160,000）

M UK-23 リュウキュウカジカガエル・オス 30 mm ¥77,000（¥70,000） M UK-22 リュウキュウカジカガエル・メス 40 mm ¥77,000
（¥70,000）

M UK-16 ナガレタゴガエル(1 匹と石の土台付き) 55 mm ¥88,000（¥80,000）
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ヘビ (サイズは体長)

M UH-1 シマヘビ 1100 mm ¥217800（¥198,000）

M UH-8 カラスヘビ 600 mm ¥157,300（¥143,000）

M UH-2 アオダイショウ 1260 mm ¥217,800（¥198,000）

M UH-6 アオダイショウ 約 1650mm ¥302,500（¥275,000）

M UH-7 アオダイショウ・アルビノ 1120 mm ¥217,800（¥198,000）
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M UH-5 ヤマカガシ 975 mm ¥217,800（¥198,000）

ヤマカガシ・黒化型 773 mm ヤマカガシ カラーバリエーション 975 mm

M UH-3 ニホンマムシ 545 mm ¥217,800（¥198,000） ニホンマムシ・小 440 mm ¥198,000（¥180,000）

M UH-9 ジムグリ（幼蛇）350 mm ¥157,300（¥143,000）

M UH-10 ジムグリ（成蛇前）780 mm ¥177,870（¥161,700）

M UH-11 ジムグリ 860 mm ¥193,600（¥176,000）

   

M UH-12 ヒバカリ 510 mm ¥181,500（¥165,000）

   

タカチホヘビ 150 mm ¥44,000（¥40,000）
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昆虫

セスジスズメの幼虫 アサギマダラの幼虫 キアゲハの幼虫 モンシロチョウの蛹 不明

ヨナグニサンの幼虫

¥22,000（¥20,000）～

               蟹剥製の彩色 蟹の剥製は色褪せてしまいますが、彩色でよみがえらせることができます。

ウミウシ・アメフラシ・イソギンチャク

M UU-1アオウミウシ 40 m m ¥44,000（¥40,000） MUU-2 シロウミウシ 35 m m ¥33,000（¥30,000） M U U-15 ホウズキフシエラガイ 38 m m ¥44,000（¥40,000） MUU-3コモンウミウシ 40 m m ¥33,000(¥30,000

M UU-17 タマミルウミウシ 25 mm
¥33,000（¥30,000）

MUU-6 クロシタナシウミウシ 50 mm
¥44,000（¥40,000）

M UU-9マンリョウウミウシ 75 mm
¥88,000（¥80,000）

M UU-11 アカボシウミウシ

28 mm¥33,000（¥30,000）

M UU-21 サクラミノウミウシ約 40 mm
¥66,000（¥60,000）

MUU-22 エムラミノウミウシ 約 40 mm
¥88,000（¥80,000）

M UU-4 サラサウミウシ 50 mm
¥44,000（¥40,000）

MUU-23 セスジミノウミウシ 約 40 mm
¥66,000（¥60,000）
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M UU-24 サガミミノウミウシ 40 mm
¥88,000（¥80,000）

M UU-7 クロヘリアメフラシ 48 mm
¥44,000（¥40,000）

M UU-8 アメフラシ 70 mm
¥44,000（¥40,000）

ウミウシの土台は別料金です。

M UU-16 ヒロウミウシ 12 mm ¥33,000（¥30,000） M UU-12 キイロウミウシ 55 mm ¥44,000（¥40,000）

M UU-19 ミズタマウミウシ 28 mm ¥33,000
（¥30,000）

M UU-20 ヤマトメリベ 80 mm ¥88,000（¥80,000）

M UU-18シラヒメウミウシ 25 mm ¥33,000（¥30,000） M UU-14 ジボガウミウシ 28 mm ¥44,000（¥40,000）

M UU-13 ヒメマダラウミウシ 50 mm ¥44,000（¥40,000） M UU-10 オトメウミウシ 20 mm ¥33,000（¥30,000）

M UU-5 リュウモンイロウミウシ 40 mm ¥44,000（¥40,000） M UU-25 ウミフクロウ 75 mm ¥88,000（¥80,000）

M UI-1 ウメボシイソギンチャク ¥132,000（¥120,000） M UI-2 コモチイソギンチャク ¥165,000（¥150,000）

M UI-3 ミドリイソギンチャク ¥132,000（¥120,000） M UI-4 ヨロイイソギンチャク ¥132,000（¥120,000） (土台付き)
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                     マイマイ       殻は本物を用い、軟体部は造型です。

M UM-1 イズモマイマイ

¥55,000（¥50,000）
M UM-2 オオケマイマイ

¥55,000（¥50,000）
M UM-3サンインマイマイ・ダイセンニシキマイマイ

¥55,000（¥50,000）
M UM-4 ヤマタニシ

¥55,000（¥50,000）

キノコ

チシオタケ コウタケ ヌメリツバタケ

ドクツルタケ コガネタケ ニカワチャワンタケ カワラタケ ブナハリタケ

ツリガネタケ オツネンタケモドキ ヒイロチャワンタケ ニガクリタケ イタチタケ

ムキタケ ウスチャヒラタケ ツキヨタケ

ホウロクタケ チチタケ

ナラタケ
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ナメコ

エゾハリタケ オオゴムタケ

スッポンタケ（幼菌）
タマゴタケ

マツオウジ

オオセミタケ カメムシタケ ドクササコ

クチキトサカタケ マメザヤタケ

茸で待ち合わせ

（アズマヒキガエルとホウロクタケ）

キノコレプリカ ¥55,000（50,000）～ キノコの型はすぐに悪くなるため、本物

がないと製作できないことがございます。
チシオタケとヒイロチャワンタケ
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拡大模型

ウミホタル(60 倍) 殻の大きさ 190 mm ¥385,000（¥350,000）                                          カブトミジンコ拡大模型 90 mm ¥165,000（¥150,000）

メダカ（5 倍）200 mm ¥330,000（¥300,000）（♂♀セット）

パシフィックアマガエル（3 倍）

アオウミウシ拡大模型（5 倍 約 250mm）¥165,000（¥150,000） シロウミウシ拡大模型（5 倍 約 260mm） ¥132,000（¥120,000）

ミナミアザミウマとヒメハナカメムシ拡大模型 ヒメハナカメムシ 110 mm ミナミアザミウマ 50 mm (製作見本)

ヤモリ トカゲ

M UY-1 ニホンヤモリ・M UI-2 ニホンヤモリ 2（茶） 135 mm ¥88,000（¥80,000）（1 体）

M UY-3 タワヤモリ 120 mm ¥110,000（¥100,000）（1 体）
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M UY-6 ニホントカゲ 200 mm ¥132,000（¥120,000）

M UY-5 ニホントカゲ 170mm ¥132,000（¥120,000）

M UY-4 ニホンカナヘビ（木付き木無し両方できます） 172 mm ¥132,000（¥120,000）

M UY-7 グリーンアノール（土台あり）200 mm ¥187,000（¥170,000）

M UY-8 オキナワキノボリトカゲ（土台あり）235 mm ¥187,000（¥170,000）

イモリ サンショウウオ

M US-5 ニホンイモリ 115 mm ¥88,000（¥80,000）（1 体）                                 

M US-10 イボイモリ 165 mm ¥99,000（¥90,000）

M US-12 エゾサンショウウオ 132mm ¥110,000（¥100,000）
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M US-11 シリケンイモリ 150 mm ¥99,000（¥90,000）
   

M US-1 クロサンショウウオ 130 mm ¥88,000（¥80,000）

M US-3 トウホクサンショウウオ 110 mm ¥88,000（¥80,000） M US-4 トウホクサンショウウオ 2   110 mm ¥88,000（¥80,000）

   
M US-6 ハコネサンショウウオ・メス 124mm ¥110,000（¥100,000）

   
M US-7 ハコネサンショウウオ・オス 157mm ¥110,000（¥100,000）

   
M US-8 タダミハコネサンショウウオ・オス 130mm ¥110,000（¥100,000）

M US-9 バンダイハコネサンショウウオ・オス 107mm ¥110,000（¥100,000）
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M US-2 ブチサンショウウオ 95 mm ¥88,000（¥80,000） M US-16 オオサンショウウオ（幼生）110 mm ¥38,500（¥35,000）

M US-17 カスミサンショウウオ 100mm ¥88,000（¥80,000）

M US-18 ヒダサンショウウオ 135mm ¥88,000（¥80,000）

M US-13 キタオウシュウサンショウウオ・オス 155mm ¥110,000（¥100,000）

M US-14 キタオウシュウサンショウウオ・メス 125mm ¥110,000（¥100,000）

M US-15 ツクバハコネサンショウウオ 130mm ¥110,000（¥100,000）

カメ

M UT-5 ミシシッピーアカミミガメ 甲長 215 mm 全長 270 mm ¥266,200（¥242,000）
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スッポン 甲長 210 mm 全長 285 mm ¥217,800（¥198,000）

M UT-3 クサガメ 甲長 165 mm 全長 245 mm ¥181,500（¥165000）

M UT-2 イシガメ 甲長 175mm 全長 270mm ¥217,800（¥198000）
  

M UT-1 イシガメ・幼体 甲長 65mm 全長 100mm ¥35,200（¥32,000）

魚類

メダカ 31 mm ¥16,500（¥15,000）

ドジョウ 77 mm ¥44,000（¥40,000）

シマドジョウ 80 mm ¥66,000（¥60,000）



受注生産

（かっこ内は本体価格です） [60]

イトヨ♀ ¥77,000（¥70,000）

イトヨ♂ ¥77,000（¥70,000）

メダカ原寸大 水路のジオラマ
植物も葉っぱ 1 枚、1 枚造ってみました。

  


