
277 ノジュール表面のアンモナイト
Natural occurrence of ammonites
白亜紀後期 苫前 14cm

279 ノジュール表面のアンモナイト Natural occurrence of ammonites
白亜紀後期 苫前 10cm
アンモナイトは植物片などともに石灰質ノジュールから密集して産出することが多い．

587 ファゲシアの仲間
Fagesia sp.

チューロニアン 小平 8cm



319 アナゴードリセラス・ハワージイ
Anagaudryceras howarthi Matsumoto
チューロニアン 小平 9cm

602 ゴードリセラス・テヌイリラータムの密集した産状
Gaudryceras tenuiliratum Yabe assemblage
サントニアン 苫前 20cm（NMA-453）

311 ゴードリセラス・デンセプリカータム
Gaudryceras denseplicatum (Jimbo)
チューロニアン 小平 6cm

313 ゴードリセラス・デンセプリカータム
Gaudryceras denseplicatum (Jimbo)
白亜紀後期 小平 7cm，3cm

326 ゴードリセラス・テヌイリラータム
Gaudryceras tenuiliratum Yabe
サントニアン 小平 9cm



271 ゴードリセラス・テヌイリラータムの密集した
ノジュール．メヌイテス・ジャポニクス，キッチナイテ
ス・ジャポニクス，フィロパキセラス・エゾエンゼ，ポ
リプチコセラスを伴う．
Gaudryceras tenuiliratum Yabeｰassemblage
(with Munuites japonicus Matsumoto, Kichinites
japonicus Spath, Phyllopachyceras ezoense
(Yokoyama) and Polyptychoceras sp.
サントニアン 苫前 18cm

335 ゴードリセラス・テヌイリラータム
の密集したノジュール．フィロパキセラス・
エゾエンゼを伴う．
Gaudryceras tenuiliratum Yabe assem-
blage (with Phyllopachyceras ezoense
(Yokoyama))
サントニアン 小平 17cm



365 テトラゴニテス・グラブルス
（ポリプチコセラスおよびダメシテスを伴う）
Tetragonites glabrus (Jimbo)
サントニアン 小平 7cm

361 テトラゴニテス・グラブルス
Tetragonites glabrus (Jimbo)
白亜紀後期 小平 9cm

377 テトラゴニテス・グラブルスの密集したノジュール
Tetragonites glabrus (Jimbo) assemblage
チューロニアン 小平 16cm

380 テトラゴニテスの密集したノジュール．
ダメシテスを伴う．
Tetragonites sp. assemblage
サントニアン 北海道 14cm



457 トラゴデスモセロイデス・サブ
コスタータスの密集したノジュール．
Tragodesmoceroides subcostatus
assemblage
チューロニアン 小平 16cm

592 ダメシテス･ダメシ
Damesites damesi (Jimbo)
サントニアン 小平 7cm（NMA-440）

450 ダメシテス・セミコスタータス
Damesites semicostatus Matsumoto
サントニアン? 苫前 4cm，3cm

455 ダメシテス・ダメシの密集したノジュール
Damesites damesi (Jimbo) assemblage
サントニアン 苫前 19cm

445 ダメシテス・スガタ
Damesites sugata (Jimbo)
白亜紀後期 北海道 9cm



423 メソプゾシア・タカハシイ
Mesopuzosia takahashii Matsumoto
チューロニアン 小平？ 8cm

408 メソプゾシア・ユーバレンシス
Mesopuzosia yubarensis (Jimbo)
チューロニアン 小平 11cm

428 ジンボイセラス・プラヌラチフォルメ
Jimboiceras planulatiforme (Jimbo)
チューロニアン 小平 13cm

398 メソプゾシア・パシフィカ
Mesopuzosia pacifica Matsumoto
チューロニアン 小平？ 8cm

404 コスマチセラス Kossmaticeras sp.
チューロニアン 小平 10cm



510 メヌイテス･ジャポニクス
Menuites japonicus Matsumoto

サントニアン 苫前 6cm
511 メヌイテス・ファスシコスタータス

Menuites fascicostatus (Yabe)
サントニアン 苫前 5cm

514 メヌイテスの仲間
Menuites sp.

サントニアン? 小平 4cm

459 メヌイテス・ナウマニ
Menuites naumanni (Yokoyama)
サントニアン 苫前 23cm

594 メヌイテス･ジャポニクス
Menuites japonicus Matsumoto
登録番号 NMA-443



596 キッチナイテス・ジャポニクス
Kichinites japonicus Spath
サントニアン 小平 11cm；登録番号 NMA-445

634 ユーパキディスカスの
仲間 Eupachydiscus sp.
白亜紀後期 北海道
24cm

435 キッチナイテス・イシカワイ
Kichinites ishikawai (Jimbo)
カンパニアン？ 苫前

509 ハウエリセラス・アングスタム
Hauericeras angustum Yabe

サントニアン 北海道 7cm

501 ハウエリセラス・アングスタム
Hauericeras angustum Yabe

サントニアン 北海道 7cm



591 パキデスモセラス Pachydesmoceras sp.
チューロニアン 小平 52cm；登録番号 NMA-433

604 パキデスモセラス・パキディスコイデ Pachydesmoceras pachydiscoide Matsumoto
チューロニアン？ 音威子府 72cm；常説展示，NMA-456



348 ゼランダイテス・カワノイ
Zelandites kawanoi (Jimbo)
サントニアン 小平？ 7cm

387 ゼランダイテス・カワノイ
Zelandites kawanoi (Jimbo)
サントニアン 小平 5cm

449 テキサナイテスの仲間
Texanites sp.

白亜紀後期 苫前 4cm
453 テシサナイテスの仲間

Texanites sp.
白亜紀後期 苫前 6cm

600 テキサナイテス・カワサキイ Plesiotexanites kawasakii (Kawada)
サントニアン 小平 10cm；登録番号 NMA-451



303 フィロパキセラス・エゾエンゼ
Phyllopachyceras ezoense (Yokoyama)
サントニアン? 小平 9cm（母岩含む）

308 ネオフィロセラス・サブラモサム
Neophylloceras subramosum Shimizu
白亜紀後期 苫前 6cm

309 ネオフィロセラス・ラモサム
Neophylloceras ramosum (Neek)
サントニアン 苫前 5cm

304 フィロパキセラス・エゾエンゼ
Phyllopachyceras ezoense (Yokoyama)
サントニアン? 小平 6cm

305 ネオフィロセラス・ラモサムを含むノ
ジュール（ポリプチコセラスを伴う）
Nodule with Neophylloceras ramosum
(Neek) and Polyptychoceras sp.

サントニアン 小平 11cm

269 ゴードリセラス，ダメシテス，ネオフィロセ
ラス，ポリプチコセラスを含んだノジュール（部分拡
大）
Gaudryceras ｰ Damesites ｰ Neophylloceras ｰ
Polyptychoceras assemblage

サントニアン 苫前 20cm



549 ユーボストリコセラス
Eubostrychoceras sp.
チューロニアン 小平 7cm

553 ユーボストリコセラス・ジャポニクム
Eubostrychoceras japonicum (Yabe)
チューロニアン 北海道 7cm

563 スカラリテス・ミホエンシス
Scalarites mihoensis Wright et Matsumoto
チューロニアン 小平 8cm

597 スカラリテス・スカラリス
Scalarites scalaris (Yabe)
チューロニアン 苫前 13cm
登録番号 NMA-448

561 ユーボストリコセラス（ゴードリセラスを伴う）
Eubostrychoceras sp.

チューロニアン 小平 4cm，4cm



155，173，239 スカフィテス・プラヌス Scaphites planus (Yabe)
チューロニアン 小平 左より3cm，2.5cm，3cm

265 スカフィテス・プラヌス－ゴードリセラス・デンセプリカータム－ユーボストリコセラ
スを含んだノジュール Scaphites planus (Yabe)ｰGaudryceras denseplicatum
(Jimbo) ｰ Eubostrychoceras sp. assemblage 1 チューロニアン 苫前 24cm

257 スカフィテス Scaphites sp.
チューロニアン 苫前 3cm



598 ポリプチコセラス・ユーバレン
ゼなどのアンモナイトの密集するノ
ジュール． Assemblage of the
Polyptychoceras yubarense (Yabe)
and other ammonites.
サントニアン 苫前 21cm；
登録番号 NMA-449

530 ポリプチコセラス・ユーバレンゼ
Polyptychoceras yubarense (Yabe)
サントニアン 小平？ 10cm

534 ポリプチコセラス・ユーバレンゼ
Polyptychoceras yubarense (Yabe)
サントニアン 苫前 11cm

523 ライオプチコセラス Rhyoptychoceras sp
コニアシアン？ 苫前 17cm

452 ポリプチコセラスを含むノジュール
Nodule with Polyptychoceras sp.
白亜紀後期 北海道 18cm
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