
        Orbitサイズ (原子直径 ：1 cm)  → 

               Minit サイズ(原子直径 ：6mm) → 

分子模型 
カタログ

2016

1 

モリモッド分子模型

コクラン分子模型

1分岐 2分岐 2分岐100° 2分岐110° 2分岐120° 

3分岐 
100°130° 

130° 

3分岐 
108°120° 

132° 

3分岐 
108°126° 

126° 

3分岐 
114°123° 

123° 

3分岐 
120° 

4分岐四面体 6分岐 
八面体 

5分岐 
三方両錐体 

8分岐 
立方体 

12分岐 

1Å＝2cm 

原子の種類が豊富で、部品量も多い 

アルドリッチ限定モデル、大型サイズも

縮尺サイズが選べます 

着脱しやすいから作り直しも簡単 

原子の種類が豊富なので、複雑な分子構造を表現すること
ができます。また、ほとんどのセットに、原子や部品が各200
以上入っており、コストパフォーマンスも高い分子模型です。 

特別な道具もいらず、容易に着脱できます。 
しかも耐久性が高いので、繰り返しお使いいただけます。 

アメリカの学生にポピュラーな、

コクランがアルドリッチのため

に作った限定モデル（右写真）

や、講義に最適な大型サイズ

のモデルもあります。 

（大型サイズは8ページへ）  Chem-Tutor 
学生モデルシステム 

  製品番号：ALD1000 

製品一覧は2～5ページへ 

製品一覧は 6～7ページへ 

優れたデザイン性と豊富なラインナップ 

「球－棒モデル」と「空間充填モデル」
両方の組み立てが可能 

学生用 有機・無機セット 
製品番号：Z544523-1SET, Z544523-10SET  

単体模型や軌道など、展示用にも最適な個性派モデルが充実 

学生用のベーシックなセットで、 
まとめ買いにお得な10個セットもあります。 

1Å＝3cm 

学習や研究に 
おすすめの２タイプをご紹介 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/ald1000?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544523?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/japan/labware.html
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低分子有機化学セット 

製品番号：Z119660  

単純な無機分子や 

生体の基本分子が作れます。 

格子モデルセット 

製品番号：Z184780  

ダイヤモンド、グラファイト、
金属(鉄、銅、マグネシウム)、

塩化ナトリウム、塩化セシウ
ム、閃亜鉛鉱、ウルツ鉱、ル
チル、氷の構造、および層状
構造に最適です。

【原子262個】  

2分岐直線：水素○(24)   

3分岐120°：炭素●(37)、酸素●(25) 

4分岐四面体：炭素●(31)、酸素●(13)、硫黄●(26)、ハロゲン●(10)、 

金属●(21) 

6分岐八面体：ハロゲン●(15)、金属●(15)  

8分岐立方体：ハロゲン●(5)、金属●(19)  

12分岐：金属●(21) 

【結合222本】  

極太・薄灰色：3.5cm (100) 、2 cm(50)  

硬質・白色：10 cm(15)、5cm(15) 、3.5 cm(30)  

硬質混合：10cm(12) 

1Å＝3cm

コクラン分子模型 学習・研究用セット

原子が大きめのOrbitサイズは、 
初めてでも使いやすく、 
耐久性も高いから学生向けに最適です 

1Å＝3cm Orbit サイズ

【原子80個】 

1分岐：水素○(12)、酸素●(4) 

2分岐直線：炭素● (4) 

2分岐110°：酸素●(8)  

3分岐120° ：炭素●(6)、窒素●(4)  

4分岐四面体：炭素●(24)、窒素●(6)、酸素●(2)、リン●(4)、硫黄●(2) 

【結合56本】 

極太・薄灰色：3.5cm(50)  極柔軟・白色：3.5cm(6) 

【原子66個】  

1分岐：水素○(18)、窒素●(2)、酸素●(2)、塩素●(6) 

2分岐直線：炭素● (2) 

2分岐110°：酸素●(6)  

3分岐120° ：炭素●(6)、窒素●(2)  

4分岐四面体：炭素●(12)、窒素●(2)、酸素●(2)、リン●(1)、硫黄●(1) 

6分岐八面体：炭素●(2）  

5分岐三方両錐体：炭素●(2)   

Xペグ(4) 

【結合85本】  

極太・薄灰色：3.5cm(50)、2cm(20)  超硬質・灰色：3.5cm(15) 

1分岐 2分岐 2分岐100° 2分岐110° 2分岐120° 

3分岐 
100°130° 

130° 

3分岐 
108°120° 

132° 

3分岐 
108°126° 

126° 

3分岐 
114°123° 

123° 

3分岐 
120° 

4分岐四面体 6分岐 
八面体 

5分岐 
三方両錐体 

8分岐 
立方体 

12分岐 

アメリカで

ポピュラーな教材で 

コクランの

アルドリッチ限定

モデル

飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環状炭化水
素、有機化学における官能基、ベンゼン、重合、
光学異性現象、単純な無機分子、錯イオンなど、
様々な構造を比較できます。 

有機・無機セット 

製品番号：Z184756  

【原子246個】  

1分岐：水素○(50)、窒素●(10)、酸素●(10)、フッ素●(10)、硫黄●(2)、塩素●(15)  

2分岐直線：炭素●(10)、窒素●(2)  

2分岐110°：硫黄●(10)、酸素●(25)  

3分岐120°：炭素●(20)、 窒素●(6)  

4分岐四面体：炭素●(30)、窒素●(10)、酸素●(10)、リン●(5)、硫黄●(5)、金属●(2) 

6分岐八面体：炭素●(2)、硫黄●(1)、金属●(2)  

5分岐三方両錐体：炭素●(6)、窒素●(1)、酸素●(1)、リン●(1)  

Xペグ(6) 

【結合207本】 

極太・薄灰色：5 cm(20)、3.5 cm(100)、2 cm(50)  

超硬質・灰色：3.5 cm(15)  

硬質混合：10 cm(12)  

極柔軟・白色：5 cm(10) 

生化学セット 

製品番号：Z184764  

アミノ酸、脂質、ヌクレ
オシド、ヌクレオチド、タ
ンパク質、多糖類、核
酸などが作れます。

【原子260個】 

1分岐：水素○（77）、酸素●(12)、塩素●(2)  

2分岐直線：水素○(13)、窒素●(1)、 酸素●(13)  

2分岐100°：硫黄●(2)  

2分岐110°：窒素●(2)、酸素●(28)  

2分岐120°：窒素●(3) 

3分岐108°・120°・132°：炭素●(5)  

3分岐108°・126°・126°：炭素●(6)、 窒素●(2)  

3分岐114°・123°・123°：炭素●(13)、 窒素●(13)  

3分岐120° ：炭素●(13)、窒素 ●(13)  

4分岐四面体： 炭素●(33)、窒素●(2)、リン●(5)、 金属●(1) 

6分岐八面体：鉄●(1)  

Xペグ(5) 

【結合250本】  

極太・薄灰色：3.5 cm(100)、3cm(50)、2cm(70)  

硬質・白色：5cm(15)  

硬質混合：10 cm(12) 極柔軟・白色：5 cm(3) 

Chem-Tutor 
学生モデルシステム 
製品番号：ALD1000-1EA 

120° 

Double-atom (6) 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119660?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z184780?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z184756?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z184764?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/ald1000?lang=ja&region=JP
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【原子1,267個】  

1分岐：水素○(250)、窒素●(10)、酸素●(50)、フッ素●(10)、硫黄 ●(10)、塩素●(10)、臭素●(10)、ヨウ素●(10)   

2分岐直線：水素○(40)、炭素●(5)、窒素●(5)、酸素●(20)  

2分岐100°：硫黄●(10)  

2分岐110°：窒素●(10)、酸素●(120)  

2分岐120°：窒素●(10)  

3分岐100°・130°・130°：炭素●(3)、リン●(10) 

3分岐108°・120°・132°：炭素●(20)  

3分岐108°・126°・126°：炭素●(20)、 窒素●(20)、酸素●(10)  

3分岐114°・123°・123°：炭素●(20)、 窒素●(20)  

3分岐120°：炭素●(100)、 窒素●(50)、酸素●(20)  

4分岐四面体：炭素●(110)、窒素●(10)、酸素●(20)、リン●(20)、硫黄●(12)、ハロゲン●(30)、金属●(30)  

6分岐八面体：炭素●(6)、窒素●(4)、酸素●(14)、硫黄●(5)、鉄●(12)、ハロゲン●(20)、金属●(20)  

5分岐三方両錐体：炭素●(6)、窒素●(4)、酸素●(4)、リン●(2)  

8分岐立方体：ハロゲン●(5)、金属●(20)  

12分岐：金属●(40)  

Xペグ(30) 

【結合1,005本】  

極太、薄灰色：5 cm(150)、3.5 cm(250)、3 cm(150)、2 cm(200)  

超硬質・灰色：3.5 cm(45) 硬質白色：5 cm(60)、3.5 cm(90) 硬質混合：21 cm(48) 極柔軟・白色：21 cm(6)、5 cm(6) 

原子が大きめのOrbitサイズを 
大量購入するのにおすすめ 

1Å＝3cm Orbitサイズの分子模型全シリーズの 

原子・部品が入ったセット 

Orbit Largeセット 
製品番号： Z119636  

基礎・構造化学セット 

製品番号：Z184772  

塩化ナトリウム、ダイヤモンド、グラファイト、金
属、炭化水素、酸と塩基、界面活性剤、ナイロ
ン、水と氷、アモルファス構造のモデルが作れ
ます。

【原子290個】  

1分岐：水素○（91）、酸素●(5)、塩素●(4) 

2分岐直線：水素○(25) 

2分岐100°：硫黄●(9)  

2分岐110°：酸素●(10)  

3分岐120°：炭素●(25)、窒素●(2)  

4分岐四面体： 炭素●(50)、窒素●(4)、酸素●(20) 硫黄●(2) 

 6分岐八面体：ハロゲン●(15)、金属●(15)  

12分岐：金属●(13) 

【結合196本】  

極太・薄灰色：3cm (150)  硬質・白色：5cm(30) 

硬質混合：10cm(12) 極柔・軟白色：5 cm(4) 

1分岐 2分岐 2分岐100° 2分岐110° 2分岐120° 

3分岐 
100°130° 

130° 

3分岐 
108°120° 

132° 

3分岐 
108°126° 

126° 

3分岐 
114°123° 

123° 

3分岐 
120° 

4分岐四面体 6分岐 
八面体 

5分岐 
三方両錐体 

8分岐 
立方体 

12分岐 

コクラン分子模型は 部品のみの購入もできます。

コクラン分子模型 学習・研究用セット 1Å＝3cm Orbit サイズ

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119636?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z184772?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/SAJ/Brochure/1/j_cochranes-molecular-models_parts.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119636?lang=ja&region=JP
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生化学セット  
製品番号：Z153176   

 

アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪

酸、ステロイド、プリン類およびピリミジ

ン、ペプチド、二糖類、脂質、ヌクレオシ

ド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類が

作成できます。 

【原子259個】  

1分岐：水素○(70)、酸素●(10)、硫黄●(2)、塩素●(2) 

2分岐直線：水素○(10)、酸素●(10) 

2分岐100°：硫黄●(2) 

2分岐110°：窒素●(2)、酸素●(25) 

2分岐120°：窒素●(5) 

3分岐108°・120°・132°：炭素●(5) 

3分岐108°・126°・126°：炭素● (5)、窒素●(2) 

3分岐114°・123°・123°：炭素●(20)、窒素●(20) 

3分岐120°：炭素●(20)、窒素●(10) 

4分岐四面体：炭素● (30)、窒素●(2)、リン●(5)、金属●(1) 

6分岐八面体：鉄、●(1) 

Xペグ(5) 

【結合224本】 

緑色：2.5 cm(40)、2 cm(80)、1.5 cm(80) 白色：3.5 cm(20) 

混合セット：26(1) 極柔軟白色：2.5 cm(3) 

コクラン分子模型 学習・研究用セット 

原子が小さめのMinitサイズは、より複雑な分子構造の組み立てに最適 

1Å＝2cm Minit サイズ 

【原子255個】  

2分岐直線：水素○(25) 

3分岐120°：炭素●(30)、酸素●(30) 

4分岐四面体：炭素●(35)、酸素●(15)、硫黄●(20)、 

ハロゲン●(10)、金属●(25) 

6分岐八面体：ハロゲン●(5)、金属●(15) 

8分岐立方体：ハロゲン●(5)、金属●(20) 

12分岐：金属●(20) 

【結合214本】 

緑色：3.5 cm(60)、2.5 cm(80)、1.5 cm(40) 

白色：10 cm(10)、3.5 cm(20) 

混合セット：26(1) 

極柔軟白色：2.5 cm(3) 

格子モデルセット  
製品番号：Z153168   

 

ダイヤモンド、グラファイト、塩

化ナトリウム、8および12配位

金属、塩化セシウム、ほたる

石、閃亜鉛鉱、ウルツ鉱、ル

チル、および氷のモデルが作

成できます。 

有機・無機セット  
製品番号：Z119679 

【原子246個】  

1分岐：水素○(50)、窒素●(10)、酸素●(10)、フッ素●(10)、硫黄●(2)、塩素●(15) 

2分岐直線：炭素●(10)、窒素●(2) 

2分岐100°：硫黄●(10) 

2分岐110°：酸素●(25) 

3分岐120°：炭素●(20)、窒素●(6) 

4分岐四面体：炭素●(30)、窒素●(10)、酸素●(10)、リン●(5)、硫黄●(5)、金属●(2) 

6分岐八面体：炭素●(2)、硫黄●(1)、金属●(2) 

5分岐三方両錐体：炭素●(6)、窒素●(1)、酸素●(1)、リン●(1) 

Wペグ(8) 

【結合215本】 

緑色：2.5 cm(80)、2 cm(20)、1.5 cm(80) 

赤色：3 cm(12)、2 cm(12) 

混合セット：26(1) 

極柔軟白色：5 cm(4)、2.5 cm(6) 

1分岐 2分岐 2分岐100° 2分岐110° 2分岐120° 

3分岐 
100°130° 

130° 

3分岐 
108°120° 

132° 

3分岐 
108°126° 

126° 

3分岐 
114°123° 

123° 

3分岐 
120° 

4分岐四面体 6分岐 
八面体 

5分岐 
三方両錐体 

8分岐 
立方体 

12分岐 

コクラン分子模型は 部品のみの購入もできます。 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z153176?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z153168?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119679?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/SAJ/Brochure/1/j_cochranes-molecular-models_parts.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119679?lang=ja&region=JP
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生化学セット（教室用） 

製品番号：Z153192   

アミノ酸や多糖類などが作成できるこ

とに加え、小さな化合物と大きな三次

元構造の複数のモデルを作成するの

に使用できます。

【原子1,370個】  

1分岐：水素○(280)、酸素●(50)、硫黄●(20)、塩素●(20)  

2分岐直線：水素○(100)、酸素●(100)  

2分岐100°：硫黄●(20)  

2分岐110°：窒素●(20)、酸素●(100)  

2分岐120°：窒素●(25)  

3分岐100°・130°・130°：炭素●(25)  

3分岐108°・126°・126°：炭素●(25)、 窒素●(20)  

3分岐114°・123°・123°：炭素●(100)、 窒素●(100)  

3分岐120°：炭素●(100)、 窒素●(50)  

4分岐四面体：炭素●(150)、窒素●(20)、リン●(25)、金属●(10) 

6分岐八面体：鉄●(10)  

Xペグ(25)  

ペプチド結合(12)  

【結合1,860本】  

緑色：2.5 cm(320)、2 cm(640)、1.5 cm(720) 白色：3.5 cm(160)  

混合セット：26(5) 極柔軟・白色：2.5 cm(15) 

原子が小さめのMinitサイズを 
大量購入するのにおすすめ 

格子モデルセット（教室用） 

製品番号：Z153184   

約100個原子からなるかなり大きなモデル

や複数の小さなモデルが作成できます。 

例えば、 

ダイヤモンド、グラファイト、金属(鉄、銅、お

よびマグネシウム)、塩化ナトリウム、閃亜

鉛鉱、ウルツ鉱、塩化セシウム、ルチル、

氷、オルトホウ酸、塩化カドミウム、および

ヨウ化カドミウムなど。

【原子1,170個】  

2分岐直線：水素○(125) 

2分岐115°：酸素●(30) 

2分岐141°：酸素● (30) 

3分岐90°・135°：酸素●(30) 

4分岐141°・116°：酸素●(30) 

4分岐四面体：炭素●(175)、酸素●(75)、硫黄●(100)、

ハロゲン●(50)、金属●(125)

6分岐八面体：ハロゲン●(100)、金属●(75)

8分岐立方体：ハロゲン●(25)、金属●(100)

12分岐：金属●(100)

【結合1,160本】  

緑色：2.5 cm(640)、1.5 cm(320) 

白色：10 cm(35)、3.5 cm(160) 

混合セット：26(5) 
有機・無機セット 
製品番号：Z119687 

【原子1,385個】  

1分岐：水素○(250)、窒素●(50)、酸素●(50)、フッ素●(50)、硫黄●(20)、塩素●(90) 

2分岐直線：炭素●(50)、窒素●(20) 

2分岐100°：硫黄●(50) 

2分岐110°：酸素●(125) 

3分岐120°：炭素●(100)、窒素●(30) 

4分岐四面体：炭素●(200)、窒素●(50)、酸素●(50)、リン●(25)、硫黄●(25)、金属●(20) 

6分岐八面体：炭素●(20)、硫黄●(25) 

5分岐三方両錐体：炭素●(50)、窒素●(10)、酸素●(15)、リン●(10) 

Wペグ(50) 

【結合1,767本】  

緑色：3.5 cm(960)、2 cm(240)、1.5 cm(320) 赤色：3 cm(96)、赤色、2 cm(96) 

混合セット：26(5) 極柔軟白色：5 cm(20)、2.5 cm(30) 

分子の形状、立体化学、有機・無機分子の異性現象および

結合、錯体イオンの作成ができます。 

DNAセット 
製品番号：Z245852 

すべての原子が正確な結合角度で示され、色

分けされています。チミン-アデニン、シトシン-

グアニン、糖環、およびリン酸基のグループを

作り、これらを組み合わせて完成させます。 

1 m × 30 cm 

原子880個 結合1,200本  

1分岐 2分岐 2分岐100° 2分岐110° 2分岐120° 

3分岐 
100°130° 

130° 

3分岐 
108°120° 

132° 

3分岐 
108°126° 

126° 

3分岐 
114°123° 

123° 

3分岐 
120° 

4分岐四面体 6分岐 
八面体 

5分岐 
三方両錐体 

8分岐 
立方体 

12分岐 

コクラン分子模型は 部品のみの購入もできます。

コクラン分子模型 学習・研究用セット 1Å＝2cm Minit サイズ

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z153192?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z153184?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z119687?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z245852?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/SAJ/Brochure/1/j_cochranes-molecular-models_parts.pdf


学生用 有機・無機セット 
 製品番号：Z544523-1SET, Z544523-10SET 

【原子52個】   

水素○：1穴（14）  

炭素●：4穴（6）   

酸素●：2穴、4穴 （7）  

窒素●：3穴、4穴（3）   

硫黄●：2穴、6穴（各1）    

リン●：3穴、5穴（各1）

ハロゲン●：1穴（6）

金属●：1穴、2穴、3穴、4穴、6穴（8）

臭素●：3穴、4穴、5穴、6穴（4）

lone pair 2D paddles：ベージュ(3)

【結合37本】

銀色：20本、紫色： 5本、

long flexible （銀色）：12本

6 

1Å＝2.8cm、1.45cm モリモッド分子模型 学習・研究用セット

学生用に大量購入するなら、 
まとめ買いできるセットがおすすめ 

10 セット 

Prentice Hall 
学生用 
有機化学セット 
製品番号： 
Z243167-1EA, 12EA 

原子60個、結合92本 

12 セット 

6 セット 

有機 ベーシックセット 
製品番号： Z545716-6SET 

無機 ベーシックセット 
製品番号： Z545724-6SET 

【原子17個】 
炭素●：4穴（1） 
水素○：1穴（4） 
窒素●：3穴（2） 
酸素●：2穴 （3） 
硫黄●：6穴（1） 
リン●：3穴（1）
ハロゲン●：1穴（2）
金属●：6穴（2）
臭素●：5穴（1）
【結合20本】
銀色：10本、紫色： 4本、

long flexible （銀色）：6本

研究向けには、原子数が多めで、 
専門分野に特化したセットもあります 

有機・無機 セット 
製品番号： Z544469-1SET 

【原子108個】   

水素○：1穴、2穴（14）  

炭素●：4穴、5穴（20） 

酸素●：2穴、4穴 （22） 

窒素●：3穴、4穴（10）  

硫黄●：2穴、4穴、6穴（13） 

リン●：3穴、4穴、5穴（7）

ハロゲン●：1穴（8）

金属●：1穴、2穴、3穴、4穴、6穴（14）

Lone pair 2D paddles：

ピンク (6）、紫（6）、ベージュ（6）

【結合86本】

銀色：38本、紫色： 12本、

long flexible （銀色）：36本

【原子19個】 
水素○：1穴（10） 
炭素●：4穴（4） 
酸素●：2穴 （2） 
窒素●：3穴（1） 
ハロゲン●：1穴（2）

【結合24本】

銀色：20本、

long flexible （銀色）：4本

有機 セット 
製品番号： Z544450-1SET 

【原子111個】   

水素○：1穴（40） 

炭素●：2穴、3穴、4穴、5穴（38） 

酸素●：2穴 （12）  

窒素●：4穴（4） 

硫黄●：2穴、4穴（2） 

リン●：4穴（4）

ハロゲン●：1穴（8）

金属●：1穴、2穴（3）

Lone pair 2D paddles：

ピンク (6）、紫（6）、ベージュ（6）

【結合140本】

銀色：55本、long flexible （銀色）：25本、

short flexible （銀色）：60本

有機 立体化学 セット 
製品番号： Z544493-1SET 

【原子166個】   

水素○：1穴（60）、2穴（4） 

炭素●：4穴、5穴（44） 

酸素●： 1穴、2穴、4穴（16） 

窒素●：4穴、5穴（12） 

硫黄●：2穴、4穴（12） 

リン●：4穴、5穴（5）

金属●：6穴（1）

塩素●：1穴（8）

臭素●：1穴（2） 

ヨウ素●：1穴（2）

Lone pair 2D paddles：

ピンク (6）、紫（6）

link remover tool（2）

【結合152本】

銀色：40本、

long flexible （銀色）：12本、

short （無色）：60本、

short （白色）：60本、

V-links：20本

生化学 セット 
製品番号： Z544485-1SET 

【原子257個】 

水素○：2穴（10）、 Atom-links（100） 

炭素●：2穴、3穴、4穴（68） 

酸素●：1穴、2穴 （40）  

窒素●：2穴、3穴、4穴（34） 

硫黄●：2穴（2） 

リン●：4穴（6）

金属●：4穴、6穴（2）

【結合160本】 short （無色）：150本、V-links：10本

錯イオン セット 
製品番号： Z544477-1SET 

 【原子50個】 

水素○：1穴（20） 

炭素●：4穴（12） 

酸素●：2穴 （6）  

窒素●：（4） 

硫黄●：4穴、6穴（各1） 

リン●：4穴（1）

ハロゲン●：1穴（4）

金属●：1穴（1）

link remover tool（1）

【結合64本】

銀色：26本、

long flexible （銀色）：12本、

short （白色）：26本

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544523?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z243167&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545716&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545724&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544469&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544450&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544493&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544485&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544477&Brand=aldrich
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モリモッド分子模型 単体模型・軌道など

糖 
Starch or cellulose 

3 glucose units 

製品番号 ：Z544701 

脂肪＆油脂 
Fat (Tripalmitin) 

1 molecule 

製品番号：Z544728 

ポリペプチド 
Protein –  
beta pleated sheet 

15 peptide units 
製品番号：Z545465 

アミノ酸
7 Amino acid
collection set,
7 models (L-config.)
製品番号：Z544760

20 Amino acid
collection set,
20 models
製品番号：Z545449

DNA
DNA (includes stand, 11 cm H), 2 base-pairs  
製品番号 ：Z545481 

DNA (includes stand, 46 cm H), 10 base-pairs 
製品番号：Z545503 

Graphite
(three layers) 
45 atoms 
製品番号：Z545562 

生体分子模型 

結晶構造模型 

軌道 

Buckminster 
fullerene (C60)
60 atoms 
製品番号：Z545570 

Diamond 
30 atoms 
製品番号：Z545546 

Ice 
26 water units 
製品番号 ：Z545597 

Silicon dioxide 
66 atoms 
製品番号 ：Z545619 

Zinc blend
(zinc sulfide) 
45 atoms 
製品番号 ：Z545589 

Sodium chloride 
36 atoms 
製品番号：Z545511 

Sodium chloride 
(Cl ions bigger than Na ion) 
27 atoms 
製品番号 ：Z545538 

Cesium chloride 
30 atoms 
製品番号：Z545635 

Calcite
(calcium carbonate) 
66 atoms 
製品番号 ：Z545643 

Calcium fluoride 
 (fluorite) 
30 atoms 
製品番号 ：Z545651 

Atomic 
Orbital 
製品番号：Z544566 

Organic 
structures 
製品番号： Z544558 

Electron 
repulsion theory 
製品番号： Z544574 

組み立て済 
セット

ピンク・紫のナシ型ローブ（lobe）およびπ 結合は、原子/分子軌道の波動関数Ψの +/- を表しています。 

グレーのパーツは混成σ 結合を示し、薄茶色の球は、孤立電子対軌道を表します。 

水素結合に寄与する電子対は、薄茶色のナシ型ローブをご使用ください。 

1Å＝3.5cm 

部品 

ご自身で組み立てていただくセットと、すでに組み立て済のセットもあります。 

14モデルのセットで、1s, 2s, 2p; 3d, 2s+ 3 x 

2p, sp, sp2, sp3混成軌道が含まれます。 

ピンクと紫のローブはpおよびd軌道の +/‐ 

波動位相を示します。ディスプレイ用の透明

な台が含まれます。 

4モデルのセットで、ベンゼン、エタン、エ

チレン、アセチレンの作成が可能です。

σ 、π 結合軌道や混成、非局在化を示

すことができます。

8モデルのセットで、1～6配位、孤立電子対は

球状、洋ナシ型で示します。 

（terminal、linear、bent、trigonal、pyramidal、

tetrahedral、trigonal bipyramidal、octahedral） 

Flex bond 
（二重結合・三重結合用) 
紫、35mm 
製品番号：Z544353 

Rigid bond 

（単結合用） 20mm  
製品番号：Z544388（グレー） 
製品番号：Z544361（紫） 
製品番号：Z545140（白） 

V-bond
（5員環作成用）
グレー、3mm、わずかに曲がります。
製品番号：Z544426

short bond 
（空間充填モデル作成用） 
白、1mm 
製品番号：Z544396 

1Å＝2.8cm、1.45cm 

組み立て済 
セット

組み立て済 
セット

http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544701&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544728&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545465&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544760&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545449&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545481&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z545503&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545562&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545570&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545546&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545597&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545619&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545589&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545511&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545538&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545635&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545643&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=Z545651&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544566&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544558&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=z544574&Brand=aldrich
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544353?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544388?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544361?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z545140?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544426?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z544396?lang=ja&region=JP


【原子32個】 

炭素●：tetrahedral(8 ) 

酸素●：diunivalent (3) 

水素○：monovalent(17) 

窒素●：tetrahedral(1) 

塩素●：monovalent(1) 

臭素●：monovalent(1) 

ヨウ素●：monovalent(1)

コクラン分子模型 Unit™

ラージ デモンストレーションセット

製品番号：Z691747 

分子の形状を示すことができ、単結合は回転し、二重結合と三重結合は回転

しません。また、 VSEPR理論のほかに構造異性体、光学異性体、環構造、シ

クロヘキサンのいす型-舟型「反転」も示すことができます。

【原子70個】 径44mm 

炭素●(18) 

酸素●(6) 

窒素●(4) 

ハロゲン●(6)

硫黄●(2)

金属●(2)

その他原子○(2)

水素○・径25 mm(30)

講義用 大型分子模型セット 

コクラン分子模型に大型サイズが新登場
専用軌道でVSEPR理論も表現できます 

〒153-8927 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー5F 

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートへ 
TEL：03-6756-8245   FAX：03-6756-8302  E-mail：sialjpts@sial.com 
在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ 
TEL：03-6756-8275   FAX：03-6756-8301  E-mail：sialjpcs@sial.com 

www.sigma-aldrich.com/japan  シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

シグマ アルドリッチ ジャパン

大きいのに軽いGiant サイズ分子模型 

1Å＝8.5cm 

多機能性のpegシステムにより、四面体(sp3)、三方晶系(sp2)、直

鎖(sp)、三方両錐(dsp3)、八面体(d2sp3)形状のいずれかにおける

各大型モデル原子を用いることができます。これらは、硬質合金ま

たは柔軟性の高いビニル結合チューブと併せて用いることができ

ます。  

【結合ペグ144本】 

放射状－スタンダード(48) 

極(24) 

四面体および8配位(72) 

【結合90本】 

硬質金属管：65 mm(36)、 

83 mm(40)、125 mm(4) 

弾性管(白)：90 mm(10) 
コクラン分子模型

Unit™専用軌道

（6枚入り）

製品番号：Z691976-6EA（白）

 Z691984-6EA（黒） コクラン分子模型 Unit™専用部品を購入できます。

Giantサイズ分子模型専用 

軌道キット 

製品番号：Z126616-1KT 

1Å＝20cm、8cm 

ベーシック キット 
製品番号：Z231312 

スタンダード キット
製品番号：Z126608

デラックス キット 
製品番号：Z231320 

【原子50個】 

炭素●：tetrahedral(8), octahedral(2),  

trigonaobipyramidal(6) 

酸素●： tetrahedral(2), carbonyl(1) 

水素○： monovalent(17), H-bond(1) 

窒素●： tetrahedral(1), trigonal-bipyramidal(2) 

硫黄●： tetrahedral(1) 

塩素●： tetrahedral(1), monovalent(2) 

臭素●： monovalent(2) 

ヨウ素●： monovalent(2)

金属●：tetrahedral(1), octahedral(1)

【結合112本】

単結合（黒）：8cm/Å, 9cm(16),  20cm/Å, 23cm(16)

二重結合（赤）：8cm/Å, 7.5cm(4),

20cm/Å, 20cm(4)

C-H 結合（黄）：8cm/Å, 5.5cm(25),

20cm/Å, 16cm(25)

水素結合（白）：8cm/Å, 10cm(1),

20cm/Å, 26cm(1)

Flexible （透明）：8cm/Å, 10cm(4),

20cm/Å, 24cm(4)

ｐ軌道用ボンド（赤）： 8cm/Å, 11cm(6),

20cm/Å, 27cm(6)

【原子64個】 

炭素●： tetrahedral(16) 

酸素●： diunivalent (6) 

水素○： monovalent (34) 

窒素●： tetrahedral(2) 

塩素●： monovalent(2) 

臭素●： monovalent(2) 

ヨウ素●： monovalent(2)

【結合132本】 

単結合（黒）： 

8cm/Å, 9cm(16), 

 20cm/Å, 23cm(16) 

C-H 結合（黄）：

8cm/Å, 5.5cm(34),

20cm/Å, 16cm(34)

Flexible （透明）：

8cm/Å, 10cm(16),

20cm/Å, 24cm(16)

【結合66本】 

単結合（黒）： 

8cm/Å, 9cm(8), 

20cm/Å, 23cm(8) 

C-H 結合（黄）：

8cm/Å, 5.5cm(17),

20cm/Å, 16cm(17)

Flexible （透明）：

8cm/Å, 10cm(8),

20cm/Å, 24cm(8)

ジャイアント分子模型  
専用部品を購入できます。 

本記載の製品および情報は2016年10月1日現在の情報であり、収載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。 最新の情報は、弊社Webサイト（sigma-

aldrich.com/japan）をご覧ください。掲載価格は希望納入価格（税別）です。詳細は販売代理店様へご確認ください。 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z691747?lang=ja&region=JP
http://www.sigma-aldrich.com/japan
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z691976?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z691984?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/SAJ/Brochure/1/j_cochranes-unit-demonstration-set.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z126616?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z231312?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z126608?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z231320?lang=ja&region=JP
http://www.sigmaaldrich.com/japan/labware/molecular-models/giant.html



