、人体脳模型成人男女平均脳重1300 g (略称：人体脳重模型1300)

子供たちの好奇心を育み実感を伴った理解を！

人体脳重模型1300は、 従来要望がありながら製作の困難さ故に市場になかった、 人の平
均脳重を実感することができる簡便な脳模型です。 7 0歳から増えるといわれるアルツハ
イマ ー 型認知症への対処は、 超高齢化社会に突入する日本社会の直面する大きな課題です。
アルツハイマ ー 病による脳の萎縮を実感し、 日頃から意識的な予防に努めましょう。

人体脳璽模型1300の特徴
l、 脳の分解数を最小限の3分解とすることによって、 組立てピンの突起のない
安全な模型にしました。
2、 半球を650gとし、 もう 一 方の半球を上300g、 下350gに2分しました。
3、 血管の表現と、 小脳の断面の解剖図を描写しました。

フェルトの固定具ごと
取りだします

半球

650g

下半分

350g

上半分

300g

「世界ふしぎ発見」の米国取材に
同行し、 スタンフォ ー ド大学の研
究者からKaRaDaは高い評価をい
ただきました。 また、 グッドデザ
イン賞2015BEST100の中から中
小企業庁長官賞を受賞いたしました。

心 GOOD DESIGN AWARD 20115

ヽノものづくりデザイン賞

組立て①

組立て②

詳しくは下記サイトで
動画公開中

組立て③

3 パ ツの全体重量 1300gを実感した上で、 上半分を外しアルツハイマ 病の進行で
萎縮して 1000g となった脳重を実感します。 （重量は 10g 以内の誤差に止めています）
ご注意： 3パ ー ツとも、 日本国内で各ー カ所直径1cm大の穴をあけ、 そこからシリコ ー ン
と砂を注入して、
目標重量に調整してあります。
穴はくりぬいた円形をそのまま蓋とし、
注入したシリコ ー ンにつながるよう接着してあります。 従って、 加工の痕跡があります。
（中国製中空脳模型を使用）

消化管を 一本の管として再
現、 日本人の腸の長さを
1/2縮尺の3.8m で体験！

ー

ー

こちらのサイトで動画がご覧になれます。 https://www.jintaimokei.com/ 1300.html

人体脳頂模型1300

普及価格

12,000 円（消費税別）

アダムスブレイン取扱い説明書
8分解の組立て手順です。 組立て用の金属棒で手を傷つけないようお気をつけください。
方の写真のように、 8個のパ ー ツに
分解されます。 ①のように大脳の前
を左右合わせ、 ②で脳幹を左右合わ
せて立て、 ③で大脳の側頭葉と後頭
菓 一 体となったパ ー ツを左右から脳

アダムスブレイン

幹を包むように組み、 ④で小脳を左

実物大人体脳模型 (842g)

KaRaDain スケルトン
(80cm丈の全身骨格模型にニット地で成形した臓器を収納しました）

価格

34,000

円（消費税別）

新学習指導要領に準拠した
小中学校用理科人体模型カタログ
掲載品はすべて貴校のお取引のある教材店様を通じて、ご購入いただけます
掲載品のより詳しい内容は http://www.makitou.com/cfh-shop/まで
．

／

右につけて出来上がりです。

cF

価格7,900 円 （消費税別）

・
翼

頭葉と頭頂葉が 一 体となったパ ー ツ

http://wwwjintaimokei.com/
karadaskelton.html

http://www.jintaimokei.com/adams.html
回

株式会社

ヽ

マキト ー ・ コンフォ ー ト
〒950-1135

新潟市江南区曽野木2- 1 3-2

TEL.025-28 4-6406 FAX.025-283-7655 メ ールcfh@rnakitou.com
（樹マキト ー ・コンフォ ー ト

※上記サイトでは動画がご覧いただけます。

CFH事業部 TEL 025-284-6406
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握手くん

筋臓くん消化管バ

ー

ジョン

KaRaDa inスケルトンの小学校理科教材用筋肉表現付特別価格品
新学習指導要領では、人体に
関し次の諸点を学習す る こと
になりました。
小学校4年理科

小学校理科 4 学年の授業現場を
サポ ー トし、生徒参加型の授業を
実現します。，
このリアルな手と握手

「骨 と筋肉の関係」
小学校6年理科
「 7 つの臓器：肺· 胃· 小腸．
大腸• 肝臓• 腎臓・心臓」

「握手くん」は小学校の理科学習教材として開発されました。成人の全身骨格模型から腕の部

「筋臓（きんぞう）くん消

分を取り出し、小学生に肘関節と上腕の筋肉の動きを理解させ、さらに生徒に骨格模型の手と

化管バ ー ジョン」は、理科 専

握手を体験させることによって、指の動きが細かい関節の連携から実現している驚きを実感さ

科の先生方の強いご要望で
生まれたグル ー プ学習用の

せます。

鱈

使用方法としては、教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、生徒に右手で骨格模型の手と
握手をしてもらいます。赤ゴム紐による筋肉の表現は、生徒が手を上下するにつれて肘の動き

専用 スタンド ・専用 カバ ー 付
A4ラミネ ー ト加工組立図付

と連動して表情を変え、力こぶのふくらみの変化をイメ ー ジさせることが出来ます。

学校納入特別価格

http://wwwjintaimokei.com/akusyu.html

価格

で動画公開中！

19,800 円（消費税別）スタンド付

37,000円（消費税別）

専用ビ 玉 3個付
きんぞうくん帽子サー ビ ス
ー

材質は折れる心配の少ないポリ塩化ビニー ル。付属ベルトは面ファスナー でサイズ調節可能 です。
本体の長さ約70cm 重量560 g (272g のスチ ー ル・スタンドを含まず）

http://www.jintaimokei.com/
syoukakan.html

80cm 丈の人体 模型です。
まず、肘関節の動きに連 動した上腕の筋肉の変形が観察できます。さらに骨格模型から、
黄色のフェルト上に装着された内臓 模型を引き 出せます。肺・心臓• 肝臓· 腎臓を取外
し、胃と連結した小腸と大腸を引出すと、全長 3m80cm (日本 人成人の平均約7.6m の
1/2縮尺）の腸の長さを「実 感を伴った理解」で体験できます。
生徒のこの感 動を、口から入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、一 本 の
管であ るという理解に結びつけたいという学校現場からの熱心なご要望をいただきました。
そして生まれたのが「消化管バ ー ジョン」です。口から入った赤いビ ー 宝が、食道・胃・
小腸•大腸を通って便として 排泄される様を、嬬動運動のように生徒の指で腸の上 より
ビ ー 玉を つまんで絞る ように送って 再現しますので、生徒参加型の授業となります。

全身骨格模型（デスクトップサイズ）

人体解剖模型臓器名称表示クリア カバ ー付
ジョシアン・ミニ小 6 バー ジョン
材質：PVC

高さ約18cm

重量235 g
•小学校6年で学ぶべき臓器
を網羅し、分かりにくい腎臓
の位置も一 目瞭然です。
•本体が透明で、且つ臓器名
称表示透明カバ ーを付けてい
ますので、この模型教材だけ
で生徒は自主的に学ぶことが
できます。
価格4,600円（消費税別）

http://wwwjintaimokei.com/josian.html

脚のジョイントの改良

スケルトム NEW<写真①）

cロヨ

長年のベストセラ をバ ジョンアップし、価格は据え置きました。 等身
大骨格模型と同じ関節パ ー ツをオリジナルに製作し、関節の動きをより正
確に再現できるようになりました。
材質：PVC/スタンド付、重量：420g (スタンド含む）
価格3,900円（消費税別）
http://wwwJintaimokei.com/40sukerutomu.html
ー

ー

スケルトムNEW筋肉表現付（写真②）、エロ’
スケルトムNEWに上腕 筋肉表現をつけたグル ー プ学習モァル。
赤ゴム紐による筋肉の表現は、腕の骨と筋肉の関係及び関節の
., 機能を生徒が正しくイメージし、理解することが出来ます。
重量：422g (スタンド含む）
l価格6,000円（消費税別）
http://wwwJintaimokei.com/40kinnikuhyougen.html

※上記各サイトでは動画がご覧いただけます。

“

60cm人体骨格模型（筋肉表現付）

80cm人体骨格模聾臀柱可薗盟 柔載くん"

小学生のテ ー ブル目線の60cm丈。

成人の二分の一縮尺の全身骨格模型です。

、a

シリコン製の椎間板と神経根を表現した本格派です。従来の

脊柱には直径4 m mの銅線を適してありますので、写真

成人の全身骨格の約1/2スケ ー ルの85cm模型では、実験台の

のように背中や腰を動か す動作が再現できます。脊柱の椎

上に置いて生徒が見上げる高さになってしまいます。

間板と神経根、また椎間板ヘルニアの病変もソフトPVCで表

•高さ約65cm (スタンド含む）。

現してあります。胸郭の軟骨部分は着色して分かりやすく

•重星約1233g (スタンド含む）。

しました。肩のジョイントパ ー ツは、等身大模型と同じ様

•材質は折れる心配の少ないポリ塩化ビニ

ー

学校納入特別価格

ル。 スタンド付。

14,300 円（消費税別）

（カバ右側の筋肉表現なしは12,000円
（消費税別）（カバ ー なし）
http://wwwjintaimokei.com/60sukerutomu.html

付）

ー

式で、動きがより正確に再現できます。
材質：PVC/ スタンド付、重量： 1.75kg (スタンド含む）
価格30,000円（消費税別）
http://wwwjintaimokei.com/junan.html

※上記各サイトでは動画がご覧いただけます。

