
≪新生代≫ ≪古生代≫

第四紀 ペルム紀

1 オリベラ 腹足類（巻貝類） 58 グロッソプテリス・ブラウニアーナ 裸子植物シダ種子類

2 イノシシの臼歯 哺乳類（イノシシ科） 59 ワーゲノフィルム・ビルガレンセ さんご虫類(四放さんご類)

3 マンムサス・プリミゲニウス（牙断片） ケナガマンモス（長鼻類） 60 セプティミアリナ・ブルマイ 斧足類(二枚貝類)

4 マンムサス・プリミゲニウス(体毛) ケナガマンモス（長鼻類） 61 クセナカントゥス・テクセンシス 軟骨魚類(サメの歯)

5 アストランギア・ダナエ さんご虫類（六放さんご類)

石炭紀

新第三紀 62 グラブロキングルム・グレイビレンセ 腹足類(巻貝類)

6 ナティカ・ティグリナ 腹足類（巻貝類） 63 トリティシテス 紡錘虫類(フズリナ)

7 アポライス・ウッティンゲリアーナ 腹足類（巻貝類） 64 メソコニュラリア 小錐類

8 クラミス・スカブレラ 斧足類(二枚貝類) 65 レピドデンドロン シダ植物ヒカゲノカズラ類

9 チフィス・ホーリドゥス 腹足類(巻貝類) 66 アレソプテリス・セルリィ 裸子植物シダ種子類

10 デンタリウム 掘足類（ツノガイ類） 67 リンギュラ 腕足類

11 コーパル 被子植物マメ科 68 ゴニアタイテス・コクタウエンシス 頭足類(ゴニアタイト類)

12 ムレックス・フリードベルギィ 腹足類（巻貝類） 69 ペントレミテス・ピリフォルミス うみつぼみ類

13 ツリテラ 腹足類（巻貝類） 70 アルキメデス こけむし類

14 ロベニア・ホルベシィ 棘皮動物(ウニ類) 71 アンプレクシィ・ザフレンティス さんご虫類（四放さんご類）

72 クリノイド（茎部） うみゆり類 

古第三紀

15 哺乳類の糞石 生痕化石 デボン紀

16 メタセコイア スギ科針葉樹 73 プラチスピリファー・トリゴナリス 腕足類

17 琥珀（虫入） 被子植物マメ科/昆虫類 74 コノドント 錐歯類

18 メソヒップス・バイルディの歯 奇蹄類（ウマ類） 75 ムクロスピリファー・ディルビアノイデス 腕足類

19 ヌンムリテス・エクスポネンス 大型有孔虫類（貨幣石） 76 カルケオラ・サンダリナ さんご虫類（四放さんご類）

20 昆虫化石 昆虫類 77 ファコプス 三葉虫類

21 ラムナ 軟骨魚類（サメの歯） 78 ゴニアタイテス 頭足類（ゴニアタイト類） 

22 オドンタスピス 軟骨魚類（サメの歯） 79 プラチセラス 腹足類(巻貝類)

23 オドンタスピス 軟骨魚類（サメの椎骨） 80 ゾステロフィルム・レナーヌム シダ植物（古生マツバラン類）

24 ミリオバティス・ディクソニ 軟骨魚類（エイの歯） 81 ライニー・チャート ライニー植物群

25 トラパ・アングラータ ヒシ科(被子植物類) 82 オルトセラス 頭足類（直角石類） 

≪中生代≫ シルル紀

白亜紀 83 アトリパ 腕足類 

26 モササウルスの歯 海生爬虫類 84 クリノイド（根部） うみゆり類 

27 トリケラトプス・ホーリドゥスの歯 周飾頭類(鳥盤目) 85 ファボシテス・スピニゲルス さんご虫類(床板さんご類)

28 エドモントサウルス・アンネクテンスの歯 鳥脚類(鳥盤目) 86 クリノイド石灰岩 うみゆり類

29 ヒプセロサウルス・プリスクスの卵殻 生痕化石 87 ハリシテス・グラシリス さんご虫類（床板さんご類）

30 スクアリコラックス 軟骨魚類(サメの歯)

31 バクリテス・コディエンシス 頭足類（異常巻きアンモナイト類） オルドビス紀

32 ベレムニテラ・ムクロナータ 頭足類（矢石類） 88 クリマコグラプトゥス 原索動物（筆石類） 

33 エクソジラ・アリエティナ 斧足類（二枚貝類） 89 グリプトクリヌス・ディエリィ（冠部） うみゆり類

34 カッシオペ・コアルビレンシス 腹足類(巻貝類) 90 ヘテロトリィパ・スブフロンドーサ こけむし類

35 コンドリテス・アルブスクーラ 生痕化石(巣穴) 91 オクソプレシア・ゴウルディ 腕足類 

36 オルビトリナ・テクサーナ 大型有孔虫類

37 スピノサウルス・アエギプティアクスの歯 獣脚類(竜盤目) カンブリア紀

38 イノセラムス・スルカートゥス 斧足類(二枚貝類) 92 ドレパヌラ・プレメスニリィ 三葉虫類（こうもり石）

39 クレオニセラス 頭足類（アンモナイト類） 93 エルラシア・キンギ 三葉虫類 

40 ダスティルベ・エロンガートゥス 条鰭魚類 94 アグノストゥス・ピシフォルミス 節足動物 

41 オパール化した二枚貝 斧足類（二枚貝類） 95 ヒンゼスポンギア・ビラミーナ 海綿類

ジュラ紀 ≪先カンブリア紀≫

42 植物食恐竜の骨 恐竜類 96 ネミアナ・シンプレックス エディアカラ生物群

43 植物食恐竜の糞石 生痕化石 97 コレニア・シリンドリカ ストロマトライト（堆積構造）

44 恐竜の胃石 生痕化石 98 縞状鉄鉱層(BIF)　ガンフリント層 （堆積構造）

45 ペンタクリヌス(茎部) うみゆり類 99 縞状鉄鉱層(BIF)　 （堆積構造） 

46 リンコネラ・デコラータ 腕足類 100 グバラ隕石(コンドライト) 石質隕石 

47 ホレクチプス・デプレッスス 棘皮動物(ウニ類)

48 ペリスフィンクテス 頭足類（アンモナイト類） 

49 セノセラス 頭足類（オウムガイ類） 

50 セレリシリス 腕足類

51 クラドフレビス シダ植物類

52 ビビパロス・リーシデイ 腹足類(巻貝類)

53 アンモナイト断面 頭足類（アンモナイト類） 

54 グライフェア・アルクアータ 斧足類(二枚貝類)

三畳紀

55 モノティス・オコティカ 斧足類(二枚貝類)

56 アラウカリオキシロン（珪化木） ナンヨウスギ科(針葉樹)

57 パラセラタイテス・ハイエシィ 頭足類（アンモナイト類） 

化 石 標 本 　 100 種


