
～赤塚不二夫生誕80年～  赤塚キャラ誕生のひみつ展➊ 

壁展示 
【モノクロ原画】天才バカボン『週刊少年マガジン』37号より(講談社，1973年9月) 
【カラー原画】『おそ松くん全集』31巻表紙(曙出版，1975年4月) 
【カラー原画】『レッツラゴン』8巻表紙(曙出版，1975年7月) 
【複製原画】ベストコミック別冊『ひみつのアッコちゃん かがみの国のおつかいの巻』表紙 

(虫プロ商事，1971年5月) 
【複製原画】もーれつア太郎(1969年頃) 

テーブル型ケース展示 
【雑誌】『週刊少年マガジン』(講談社，1968年9月8日) 
【雑誌】『少年ブック』3月号(集英社，1969年3月) 
【雑誌】『週刊少年マガジン』(講談社，1974年2月24日) 
【雑誌】『週刊少年サンデー』(小学館，1974年8月11日) 
【雑誌】『週刊少年キング』(少年画報社，1975年6月30日) 
【雑誌】『少年ジャンプ』(集英社，1977年1月15日) 
【雑誌】『アクトレス』創刊号(リイド社，1982年9月1日) 
【雑誌】『増刊漫画アクション』7/8号(双葉社，1987年7月8日) 
【雑誌】『サンデー毎日』(毎日新聞社，2000年1月16日) 
【ゲーム】「赤塚不二夫の駅前タクシーゲーム」(エポック社，1978年頃)  
【立体物】「赤塚不二夫先生と菊千代ソフトビニールフィギュア」 

(株式会社アート・ストーム，フューチャーモデルズ，2008年) 
【立体物】べしぬいぐるみ 

台付ケース 
【複製色紙】バカボン 【複製色紙】バカボンのパパ 

映像展示 
「あの人に会いたい 赤塚不二夫」NHK総合 2009年11月7日放送（映像10分） 
NHKアーカイブス「赤塚不二夫の世界」より「赤塚まんがのキャラクター」 

2008年9月6日放送（映像8分） 

展示期間 
期間：6月19日(金)～10月4日(日) 
前期：6月19日（金）- 8月10日（月）/ 後期：8月14日（金）-10 月4日（月） 
休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館） 
※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

関連トークイベント 

■レレレとらららのキャラクター談義 
出 演：赤塚りえ子、手塚るみ子  聞き手：川口貴弘 
場 所：明治大学 米沢嘉博記念図書館  2階閲覧室 
日 時：2015年6月20日（土）16:00-17:30 
料 金：無料 ※会員登録料金（1日会員300円～）が別途必要です。  

■イガラシ記者の、マンガのキャラになるとは？ 
出 演：五十嵐隆夫（赤塚不二夫・元担当編集者）  聞き手：赤塚りえ子 
場 所：明治大学 米沢嘉博記念図書館2階閲覧室 
日 時：2015年7月18日（土）16:00-17:30 
料 金：無料 ※会員登録料金（1日会員300円～）が別途必要です。 

※赤塚不二夫の誕生月9月に生誕80年お祝いイベントを予定しています。 
※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 
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2015年度 第1回 企画コーナー展示品リスト 
 

～赤塚不二夫生誕 80年～   

赤塚キャラ誕生のひみつ展 
 

展示期間 
2015年6月19日（金）- 10月4日（日） 

 
前期：6月19日（金）-8月10日（月） 

後期：8月14日（金）-10月4日（日） 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 

企画・協力 
フジオ・プロダクション 

 

協賛 
復刊ドットコム 

 
協力 

川口 貴弘、今秀生、名和 広 

 

愛嬌いっぱいで、一目で覚えることができる赤塚不二夫の
キャラクターたち。そのインパクトと存在感は、豊かなキ
ャラクター文化を持つ日本の中でも、ひときわ重要である。 
2015年は、赤塚不二夫の生誕 80年。本展示では、赤塚不二
夫の生誕を祝うとともに、赤塚キャラクターたちの生誕を
祝いたい。バカボンのパパ、ウナギイヌ、ニャロメ、イヤ
ミ、アッコちゃん、担当編集者たち、そして赤塚不二夫自
身など、スターキャラクター誕生のルーツをたどり、その
後の展開を紹介する。 
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タケイ記者 
 

【コミックス】『レッツ
ラゴン』10巻 (ごま書

房,1999年11月) 
iPad 
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ウナギイヌの誕生 
 

【複製原画】バカボン
モノクロ複製原画 
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ベラマッチャの誕生 
 

【複製原画】レッツラ
ゴンモノクロ複製原画 

パネル1枚 
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ニャロメの誕生 
 

【複製原画】もーれつア

太郎モノクロ複製原画 

【立体物】ニャロメフィ 

ギュア2体 

パネル1枚 

R018  
バカボンのパパの誕生 
 

【立体物】「平成天才
バカボン バカボンの
パパフィギュア」
(TOMY,1998年) 

iPad 
パネル1枚 

R015  
イヤミの誕生 

 

iPad 

パネル1枚 

R012  
アッコちゃんの誕生 

 

【コミックス】『ひみつのア

ッコちゃん』だいじなかが

みがなくなったの巻(虫プ

ロ,1971年7月)/【雑誌】『り

ぼん』1962年6月号(集英

社,1962年6月)/【雑誌】『り

ぼん』1963年3月号(集英

社,1963年3月) 

R009  
チビ太の誕生 

【立体物】「あつまれアッコ

ちゃん」ガンモ(バンダイ) 

iPad 

パネル1枚 
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キャラクター化された編集者たち 

武居記者 
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ウナギイヌの完成 

 

【雑誌】『週刊少年マガジ

ン』(講談社,1972年12月

3日)/【雑誌】『月刊小説

マガジン創刊号』(セルフ

出版,1977年5月)/【雑誌】

『月刊小説マガジン』(セ

ルフ出版,1977年6月) 

パネル1枚 

R025 
 

ベラマッチャの活躍 
 

【雑誌】『週刊少年サンデー』

(小学館,1972年6月 25日)/

【雑誌】『週刊少年サンデー』

(小学館,1973年6月 17日)/

【雑誌】『週刊少年サンデー増

刊号』(小学館，1970年1月2

日)/【立体物】ニャロメフィ

ギュア/パネル1枚 
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ニャロメの活躍 
 
 

 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R019 
 

バカボンのパパと 
「これでいいのだ」 

 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R016 
 

イヤミと「シェー!!」 
 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R013 
 

アッコちゃんと 
コンパクト 

 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R010 
 

チビ太とおでん 
 
【コミックス】『おそ松くん』
4巻(竹書房,2004年12月)/
【立体物】チビ太フィギュア
(TOMY)/【立体物】「おそ松く
ん一発キメ！ポーズ」(TOMY)/
【立体物】「おそ松くん笛入り
人形バッジ付」チビ太(TOMY)/
【立体物】チビ太フィギュア/
【立体物】チビ太じょうろ 

R032 
 

キャラクター化された編集者たち 

さらなる記者たち 

【コミックス】『天才バカ

ボン』29 巻(曙出版,1975

年11月) 

パネル3枚 

R029 
  

ウナギイヌの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R026 
 

ベラマッチャの人気 
 
 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R023 
 

ニャロメの人気 
 
 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R020  
バカボンのパパの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R017  
イヤミの人気 

 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R014 
 

アッコちゃんの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R011 
 

チビ太の人気 
 
 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 



R011 チビ太の人気 
【コミックス】『チビ太くん』(コダマプレス,1966年5月)/【雑誌】『週刊少年サンデー増刊』(小

学館,1967年1月5日)/【雑誌】『別冊少年サンデー』3月号(小学館,1969年3月1日)/【コミックス】

『チビ太くん』2巻(朝日ソノラマ,1969年6月)/【コミックス】『チビ太』2巻(双葉社,1976年2月)/

【立体物】「ジタバタチビ太」(TOMY)/【立体物】チビ太クリップ(TOMY)/【立体物】チビ太の貯金

箱 
 

R013 アッコちゃんとコンパクト 
【立体物】「スーパーコンパクト」(バンダイ,1998年)/【立体物】「あつまれアッコちゃん」アッ

コちゃん,シッポナ(バンダイ,1998年)/【立体物】「テクマクマヤコンリアルペンダント(株式会社

ユタカ)/【立体物】ひみつのアッコちゃんコンパクト(中島製作所)/【立体物】「SK-ⅡCOLOR×映

画ひみつのアッコちゃんコンパクトミラー」(2012年8月)/【複製原画】アッコちゃんカラー複製

原画(おひめさま)/【チラシ】映画「ひみつのアッコちゃん」ちらし 
 

R014 アッコちゃんの人気 
【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(虫プロ,1969年6月)/【コミックス】「ひみつのアッ

コちゃん」1巻(曙出版,1974年5月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(大都社,1980

年2月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(講談社,1989年5月)/【コミックス】「ひみ

つのアッコちゃん」1巻(アース出版局,1994年12月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1

巻(曙出版,1998年4月)/【コミックス】「バイリンガル版ひみつのアッコちゃん」1巻(講談社,2001

年7月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(小学館,2005年2月)/【コミックス】「ひみ

つのアッコちゃん」5巻(小学館,2005年7月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん完全版」1

巻(河出書房新社,2009年1月)/【立体物】「テクマクマヤコンドレッサー」(バンダイ,1998年)/

【立体物】アッコちゃんフィギュア 
 
R016 イヤミと「シェー!!」 
【雑誌】『月刊別冊少年サンデー』1966年3月号(小学館,1966年3月)/【コミックス】『おそ松く

ん』(小学館,1966年12月)/【コミックス】『おそ松くん』7巻(竹書房,2005年2月)/【書籍】『シ

ェー!!の自叙伝ぼくとおそ松くん』(華書房,1966年3月)/【立体物】イヤミの貯金箱(©フジオプ

ロ,講談社,スタジオピエロ)/【立体物】「おそ松くん一発キメ！ポーズ」(TOMY)/【立体物】イヤミ

の貯金箱 
 
R017 イヤミの人気 
【雑誌】『月刊別冊少年サンデー』1966年12月号(小学館,1966年12月)/【雑誌】『月刊別冊少年

サンデー』1967年6月号(小学館,1967年6月)/【雑誌】『別冊少年サンデー』1969年1号(小学館,1969

年4月)/【コミックス】『ミスターイヤミ』(曙出版,1976年6月)/【立体物】「おそ松くん笛入り

人形バッジ付」イヤミ(TOMY)/【立体物】イヤミのクリップ(トミー) 

R019 バカボンのパパと「これでいいのだ」 
【書籍】『これでいいのだ』(NHK出版,1993年8月)/【書籍】『赤塚不二夫とタモリの西サモアに行っ

てこれでいいのだ』(講談社,1994年11月)/【書籍】『赤塚不二夫の「これでいいのだ！！」人生相

談』(集英社,1995年12月)/【書籍】『赤塚不二夫対談集これでいいのだ。』(メディアファクトリー,2000

年1月)/【書籍】『赤塚不二夫でいいのだ』(辰巳出版,2005年7月)/【書籍】『赤塚不二夫の「人生

これでいいのだ!!」』(日本文芸社)/【立体物】バカボンスタンプ/【立体物】バカボンパパスタンプ 

R020 バカボンのパパの人気 
【雑誌】『週刊朝日』(朝日新聞社,1972年6月)/【雑誌】『コミックボンボン』1988年3月号(講談社,1988

年3月)/【立体物】「平成天才バカボン危機一髪ゲーム」(TOMY)/【立体物】「プラネットトイズバカ

ボンのパパ」(株式会社アート・ストーム,プラネットトイズ)/【立体物】バカボンフィギュア(株式

会社丸越)/【立体物】バカボンのパパフィギュア(株式会社株丸越)/【立体物】でっかい貯金箱(株式

会社ユタカ)/【立体物】「バカボンのパパ バカ田大學バージョンソフビフィギュア」(株式会社アー

トストーム,フューチャーモデルズ)/【立体物】バカボンパパフィギュア(アートストーム)/【立体物】

平成天才バカボンバカボンのパパ時計(RHYTHMQUARTZ)/【立体物】元祖天才バカボンスプーンフォー

クセット 

R022 ニャロメの活躍 
【雑誌】『週刊少年サンデー』(小学館,1969年11月9日)/【雑誌】『週刊少年サンデー』(小学館,1969

年12月7日)/【雑誌】『週刊少年サンデー増刊』(小学館,1970年1月2日)/【立体物】「ニャロメソ

フトビニールフィギュア」(株式会社アート・ストーム,フューチャーモデルズ) 

R023 ニャロメの人気 
【雑誌】『ニャロメの万博びっくり案内』第1集-第3集(実業之日本社,1970年4月-1970年7月)/

【コミックス】『もーれつア太郎』4巻(曙出版,1981年3月)/【コミックス】『ニャロメのおもしろ数

学教室』(パシフィカ,1981年11月)/【立体物】「伝言代行業ニャロメの告白」(バンダイ,1990年)/

【コミックス】『もーれつア太郎』8巻(竹書房,1994年11月)/【コミックス】『ニャロメ!!』(筑摩書

房2003年5月)/【立体物】ニャロメフィギュア(バンダイ)/【立体物】「起きニャロメ時計」(バンダ

イ)/【立体物】Nyaromedecheese(ふじフィルム)/【立体物】ニャロメの貯金箱/【立体物】ニャロメ

フィギュア3体/【立体物】ケムンパスフィギュア/【立体物】べしフィギュア 

R026 ベラマッチャの人気 
【コミックス】『レッツラゴン』1巻-12巻(曙出版,1973年11月-1975年11月)/【コミックス】『レ

ッツラゴン』(立風書房,1975年6月)/【コミックス】『レッツラゴン』3集(双葉社,1984年12月)/

【コミックス】『レッツラゴン』3巻(ごま書房,1999年4月)/【コミックス】『赤塚不二夫名作選4レ

ッツラゴン』(小学館,2005年6月)/【立体物】ベラマッチャフィギュア(ARTSTORM) 

R029 ウナギイヌの人気 
【コミックス】『天才バカボン』11巻(講談社,1972年12月)/【コミックス】『天才バカボン』12巻(講

談社,1973年3月)/【コミックス】『天才バカボン』13巻(講談社,1973年7月)/【コミックス】『天

才バカボン』19巻(曙出版,1980年3月)/【立体物】平成天才バカボンウナギイヌフィギュア(TOMY,1988

年)/【立体物】ウナギイヌフィギュア(ARTSTORM)/【立体物】ウナギイヌフィギュア(220WORKS)/【立

体物】ウナギイヌ貯金箱(マミユーズ)/【立体物】ウナギイヌフィギュア3体 
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【複製色紙】バカボン【複製色紙】バカボンのパパ 
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「あの人に会いたい 赤塚不二夫」NHK総合 2009年11月7日放送（映像10分） 
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休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館） 
※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

関連トークイベント 

■赤塚先生お誕生日おめでとう！  

巨匠降臨!? 田中圭一が描き語る、赤塚キャラクターズ!! 
出 演：田中圭一（ギャグマンガ家） 

場 所：明治大学アカデミーコモン3階アカデミーホール 

日 時：2015年9月21日（月祝）16:00～17:30 

料 金：無料  
※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 
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2015年度 第1回 企画コーナー展示品リスト 
 

～赤塚不二夫生誕 80年～   

赤塚キャラ誕生のひみつ展 
 

展示期間 
2015年6月19日（金）- 10月4日（日） 

 
前期：6月19日（金）-8月10日（月） 

後期：8月14日（金）-10月4日（日） 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 

企画・協力 
フジオ・プロダクション 

 

協賛 
復刊ドットコム 

 
協力 

川口 貴弘（takdesign inc.） 

名和 広 

 

愛嬌いっぱいで、一目で覚えることができる赤塚不二夫の
キャラクターたち。そのインパクトと存在感は、豊かなキ
ャラクター文化を持つ日本の中でも、ひときわ重要である。 
2015年は、赤塚不二夫の生誕 80年。本展示では、赤塚不二
夫の生誕を祝うとともに、赤塚キャラクターたちの生誕を
祝いたい。バカボンのパパ、ウナギイヌ、ニャロメ、イヤ
ミ、アッコちゃん、担当編集者たち、そして赤塚不二夫自
身など、スターキャラクター誕生のルーツをたどり、その
後の展開を紹介する。 
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パネル2枚 

R007 
 

 
 

パネル2枚 
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パネル2枚 
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パネル2枚 
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パネル2枚 

R003 
 

 
 

パネル2枚 

R002 
 

 
 

パネル2枚 

R001 
 

 
 

パネル2枚 

R030 
 

キャラクター化された編集者たち 

タケイ記者 
 

【コミックス】『レッツ
ラゴン』10巻 (ごま書

房,1999年11月) 
iPad 

R027 
 

ウナギイヌの誕生 
 

【複製原画】バカボン
モノクロ複製原画 

パネル1枚 

R024 
 

ベラマッチャの誕生 
 

【複製原画】レッツラ
ゴンモノクロ複製原画 

パネル1枚 

R021 
 

ニャロメの誕生 
 

【複製原画】もーれつア

太郎モノクロ複製原画 

【立体物】ニャロメフィ 

ギュア2体 

パネル1枚 

R018  
バカボンのパパの誕生 
 

【立体物】「平成天才
バカボン バカボンの
パパフィギュア」
(TOMY,1998年) 

iPad 
パネル1枚 

R015  
イヤミの誕生 

 

iPad 

パネル1枚 

R012  
アッコちゃんの誕生 

 

【コミックス】『ひみつのア

ッコちゃん』だいじなかが

みがなくなったの巻(虫プ

ロ,1971年7月)/【雑誌】『り

ぼん』1962年6月号(集英

社,1962年6月)/【雑誌】『り

ぼん』1963年3月号(集英

社,1963年3月) 

R009  
チビ太の誕生 

【立体物】「あつまれアッコ

ちゃん」ガンモ(バンダイ) 

iPad 

パネル1枚 
 

R031 
 

キャラクター化された編集者たち 

武居記者 
 

パネル4枚 

R028 
  

ウナギイヌの完成 

【雑誌】『週刊少年マガジ

ン』(講談社,1972年12月

3日)/【雑誌】『月刊小説

マガジン創刊号』(セルフ

出版,1977年5月)/【雑誌】

『月刊小説マガジン』(セ

ルフ出版,1977年6月) 

パネル1枚 

R025 
 

ベラマッチャの活躍 
 
【雑誌】『週刊少年サンデー』

(小学館,1972年6月 25日)/

【雑誌】『週刊少年サンデー』

(小学館,1973年6月 17日)/

【雑誌】『週刊少年サンデー増

刊号』(小学館，1970年1月2

日)/【立体物】ニャロメフィ

ギュア/パネル1枚 

R022 
 

ニャロメの活躍 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R019 
 

バカボンのパパと 
「これでいいのだ」 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R016 
 

イヤミと「シェー!!」 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R013 
 

アッコちゃんと 
コンパクト 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R010 
 

チビ太とおでん  
【コミックス】『おそ松くん』
4巻(竹書房,2004年12月)/

【立体物】チビ太フィギュア
(TOMY)/【立体物】「おそ松く
ん一発キメ！ポーズ」(TOMY)/

【立体物】「おそ松くん笛入り
人形バッジ付」チビ太(TOMY)/
【立体物】チビ太フィギュア/

【立体物】チビ太じょうろ 

R032 
 

キャラクター化された編集者たち 

さらなる記者たち 

【コミックス】『天才バカ

ボン』29 巻(曙出版,1975

年11月) 

パネル3枚 

R029 
  

ウナギイヌの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R026 
 

ベラマッチャの人気 
 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R023 
 

ニャロメの人気 
 
 

詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R020  
バカボンのパパの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R017  
イヤミの人気 

 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R014 
 

アッコちゃんの人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 

R011 
 

チビ太の人気 
 
詳細は別紙をご覧くだ
さい 



R011 チビ太の人気 

【コミックス】『チビ太くん』(コダマプレス,1966年5月)/【雑誌】『週刊少年サンデー増刊』(小

学館,1967年1月5日)/【雑誌】『別冊少年サンデー』3月号(小学館,1969年3月1日)/【コミックス】

『チビ太くん』2巻(朝日ソノラマ,1969年6月)/【コミックス】『チビ太』2巻(双葉社,1976年2月)/

【立体物】「ジタバタチビ太」(TOMY)/【立体物】チビ太クリップ(TOMY)/【立体物】チビ太の貯金

箱 

R013 アッコちゃんとコンパクト 

【立体物】「スーパーコンパクト」(バンダイ,1998年)/【立体物】「あつまれアッコちゃん」アッ

コちゃん,シッポナ(バンダイ,1998年)/【立体物】「テクマクマヤコンリアルペンダント(株式会社

ユタカ)/【立体物】ひみつのアッコちゃんコンパクト(中島製作所)/【立体物】「SK-ⅡCOLOR×映

画ひみつのアッコちゃんコンパクトミラー」(2012年8月)/【複製原画】アッコちゃんカラー複製

原画(婦警さん)/【チラシ】映画「ひみつのアッコちゃん」ちらし 

R014 アッコちゃんの人気 

【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(虫プロ,1969年6月)/【コミックス】「ひみつのアッ

コちゃん」1巻(曙出版,1974年5月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(大都社,1980

年2月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(講談社,1989年5月)/【コミックス】「ひみ

つのアッコちゃん」1巻(アース出版局,1994年12月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1

巻(曙出版,1998年4月)/【コミックス】「バイリンガル版ひみつのアッコちゃん」1巻(講談社,2001

年7月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん」1巻(小学館,2005年2月)/【コミックス】「ひみ

つのアッコちゃん」5巻(小学館,2005年7月)/【コミックス】「ひみつのアッコちゃん完全版」1

巻(河出書房新社,2009年1月)/【立体物】「テクマクマヤコンドレッサー」(バンダイ,1998年)/

【立体物】アッコちゃんフィギュア 

R016 イヤミと「シェー!!」 

【雑誌】『月刊別冊少年サンデー』1966年3月号(小学館,1966年3月)/【コミックス】『おそ松く

ん』(小学館,1966年12月)/【コミックス】『おそ松くん』7巻(竹書房,2005年2月)/【書籍】『シ

ェー!!の自叙伝ぼくとおそ松くん』(華書房,1966年3月)/【立体物】イヤミの貯金箱(©フジオプ

ロ,講談社,スタジオピエロ)/【立体物】「おそ松くん一発キメ！ポーズ」(TOMY)/【立体物】イヤミ

の貯金箱 

R017 イヤミの人気 

【雑誌】『月刊別冊少年サンデー』1966年12月号(小学館,1966年12月)/【雑誌】『月刊別冊少年

サンデー』1967年6月号(小学館,1967年6月)/【雑誌】『別冊少年サンデー』1969年1号(小学館,1969

年4月)/【コミックス】『ミスターイヤミ』(曙出版,1976年6月)/【立体物】「おそ松くん笛入り

人形バッジ付」イヤミ(TOMY)/【立体物】イヤミのクリップ(トミー) 

R019 バカボンのパパと「これでいいのだ」 
【書籍】『これでいいのだ』(NHK出版,1993年8月)/【書籍】『赤塚不二夫とタモリの西サモアに行っ

てこれでいいのだ』(講談社,1994年11月)/【書籍】『赤塚不二夫の「これでいいのだ！！」人生相

談』(集英社,1995年12月)/【書籍】『赤塚不二夫対談集これでいいのだ。』(メディアファクトリー,2000

年1月)/【書籍】『赤塚不二夫でいいのだ』(辰巳出版,2005年7月)/【書籍】『赤塚不二夫の「人生

これでいいのだ!!」』(日本文芸社)/【立体物】バカボンスタンプ/【立体物】バカボンパパスタンプ 

R020 バカボンのパパの人気 
【雑誌】『週刊朝日』(朝日新聞社,1972年6月)/【雑誌】『コミックボンボン』1988年3月号(講談社,1988

年3月)/【立体物】「平成天才バカボン危機一髪ゲーム」(TOMY)/【立体物】「プラネットトイズバカ

ボンのパパ」(株式会社アート・ストーム,プラネットトイズ)/【立体物】バカボンフィギュア(株式

会社丸越)/【立体物】バカボンのパパフィギュア(株式会社株丸越)/【立体物】でっかい貯金箱(株式

会社ユタカ)/【立体物】「バカボンのパパ バカ田大學バージョンソフビフィギュア」(株式会社アー

トストーム,フューチャーモデルズ)/【立体物】バカボンパパフィギュア(アートストーム)/【立体物】

平成天才バカボンバカボンのパパ時計(RHYTHMQUARTZ)/【立体物】元祖天才バカボンスプーンフォー

クセット 

R022 ニャロメの活躍 
【雑誌】『週刊少年サンデー』(小学館,1969年11月9日)/【雑誌】『週刊少年サンデー』(小学館,1969

年12月7日)/【雑誌】『週刊少年サンデー増刊』(小学館,1970年1月2日)/【立体物】「ニャロメソ

フトビニールフィギュア」(株式会社アート・ストーム,フューチャーモデルズ) 

R023 ニャロメの人気 
【雑誌】『ニャロメの万博びっくり案内』第1集-第3集(実業之日本社,1970年4月-1970年7月)/

【コミックス】『もーれつア太郎』4巻(曙出版,1981年3月)/【コミックス】『ニャロメのおもしろ数

学教室』(パシフィカ,1981年11月)/【立体物】「伝言代行業ニャロメの告白」(バンダイ,1990年)/

【コミックス】『もーれつア太郎』8巻(竹書房,1994年11月)/【コミックス】『ニャロメ!!』(筑摩書

房2003年5月)/【立体物】ニャロメフィギュア(バンダイ)/【立体物】「起きニャロメ時計」(バンダ

イ)/【立体物】Nyaromedecheese(ふじフィルム)/【立体物】ニャロメの貯金箱/【立体物】ニャロメ

フィギュア3体/【立体物】ケムンパスフィギュア/【立体物】べしフィギュア 

R026 ベラマッチャの人気 
【コミックス】『レッツラゴン』1巻-12巻(曙出版,1973年11月-1975年11月)/【コミックス】『レ

ッツラゴン』(立風書房,1975年6月)/【コミックス】『レッツラゴン』3集(双葉社,1984年12月)/

【コミックス】『レッツラゴン』3巻(ごま書房,1999年4月)/【コミックス】『赤塚不二夫名作選4レ

ッツラゴン』(小学館,2005年6月)/【立体物】ベラマッチャフィギュア(ARTSTORM) 

R029 ウナギイヌの人気 
【コミックス】『天才バカボン』11巻(講談社,1972年12月)/【コミックス】『天才バカボン』12巻(講

談社,1973年3月)/【コミックス】『天才バカボン』13巻(講談社,1973年7月)/【コミックス】『天

才バカボン』19巻(曙出版,1980年3月)/【立体物】平成天才バカボンウナギイヌフィギュア(TOMY,1988

年)/【立体物】ウナギイヌフィギュア(ARTSTORM)/【立体物】ウナギイヌフィギュア(220WORKS)/【立

体物】ウナギイヌ貯金箱(マミユーズ)/【立体物】ウナギイヌフィギュア3体 
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