★ M.M.C. おすすめ!!! 【松竹】釣りバカ＆寅さん ラインナップ!!! ★
国民的人気シリーズ!ご存知!!ハマちゃん＆スーさんコンビが繰り広げる、ドタバタ愉快なハートフルドラマ!!!
【釣りバカ日誌】シリーズ!全22作品!!どうぞお選び下さい!!!

釣りバカ日誌２０ ファイナル
1988年にスタート以来、西田敏行と三國連太郎扮するハマちゃん＆
スーさんコンビが繰り広げる愉快なハートフル・ストーリーを描き続けて
きた国民的人気シリーズの完結編。
以外にもシリーズ初にして最後の場所となった北海道を舞台に、これが
見納めとなるハマちゃん＆スーさん最後の大活躍を描く!!
ゲストには、松坂慶子、吹石一恵、塚本高史。
出演：西田敏行 三國連太郎 松坂慶子 / 118分 /松竹

釣りバカ日誌１９
ようこそ！鈴木建設御一行様
国民的人気シリーズ!西田敏行、三國連太郎
共演の大人気「釣りバカ日誌」通算21作目!!
（番外編2作を含む）。
今回は鈴木建設御一行が社員旅行で大分県
を訪れ、そこで再びハマちゃんが繰り広げる
大騒動を描く。
ゲストには常盤貴子、山本太郎、竹内力。
出演：西田敏行 三國連太郎 常盤貴子
/ 110分 /松竹

釣りバカ日誌１７
あとは能登なれ ハマとなれ！
加賀百万石の城下町、古都・金沢を舞台に、
名コンビ、ハマちゃん＆スーさんが大活躍。
ヒロインには石田ゆり子、その他、大泉洋、
片岡鶴太郎はじめ多彩なゲストが豪華に共演。
監督は、シリーズ４連投となる朝原雄三。

出演：西田敏行 三國連太郎 石田ゆり子
/ 107分 /松竹

釣りバカ日誌１５
ハマちゃんに明日はない!?
釣りのために全てを捧げるハマちゃんと、
そんなハマちゃんを師と仰ぐ鈴木建設社長スー
さんの名コンビが毎回珍大騒動を繰り広げる
人気シリーズの第17作目。
秋田県で釣りを楽しむハマちゃんをよそに、鈴木
建設では着々とリストラ計画が進んでいくが…
ゲストに江角マキコ、筧利夫らが登場。
出演：西田敏行 三國連太郎 江角マキコ /
107分 /松竹

釣りバカ日誌１８
ハマちゃんスーさん瀬戸の約束
88年の第１作から20年の節目を迎えた
大人気シリーズの記念すべき通算20作目
（番外編２作を含む）。
ゲストに「武士の一分」の檀れいを迎え、
岡山県を舞台に、美しい瀬戸内海のリゾート
開発をめぐる大騒動に巻き込まれた
ハマちゃん＆スーさんコンビの活躍を描く。
出演：西田敏行 三國連太郎 檀れい
/ 110分 /松竹

釣りバカ日誌１６
浜崎は今日もダメだった♪♪
西田敏行主演の人気シリーズのレギュラー通算
第16作目。
スーさんのお供で訪れたはずの長崎県佐世保で
ハマちゃんが再び大騒動を繰り広げる。
お馴染みのレギュラー陣に加え、ゲストには伊東
美咲と金子昇。
さらにお茶の間の人気者となったボビー・オロゴンも
登場。
出演：西田敏行 三國連太郎
伊東美咲 / 115分 /松竹

釣りバカ日誌１４
お遍路大パニック！
ハマちゃん＆スーさんの最強釣りバカ・コンビが贈る
人気シリーズ通算16作目。
スーさんの四国八十八ヶ所巡りに同行することに
なったハマちゃんが再び大騒動を巻き起こす。
ゲストは高島礼子。
監督は「サラリーマン専科」シリーズの朝原雄三。
出演：西田敏行 三國連太郎 高島礼子 /
116分 /松竹

国民的人気シリーズ!
ご存知!!ハマちゃん＆スーさんの名コンビ
が贈る、ドタバタ愉快な人情ドラマ!!!
【釣りバカ日誌】シリーズ!全22作品!!
その他にも、松竹作品の様々な映画を
どうぞお選び下さい!!!

“男はつらいよ” シリーズ 全４９作
27年間48作にわたって日本国民から愛されてきた“寅さん”
人気ヒロイン“リリイ”出演作ほか、タイトルお問合せ下さい。
監督：山田洋次
出演：渥美清, 倍賞千恵子, ほか
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「男はつらいよ」 91分
「続 男はつらいよ」 93分
「男はつらいよ フーテンの寅」 90分
「新 男はつらいよ」 92分
「男はつらいよ 望郷篇」 88分
「男はつらいよ 純情篇」 89分
「男はつらいよ 奮闘篇」 92分
「男はつらいよ 寅次郎恋歌」 114分
「男はつらいよ 柴又慕情」 108分
「男はつらいよ 寅次郎夢枕」 98分
「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」 99分
「男はつらいよ 私の寅さん」 107分
「男はつらいよ 寅次郎恋やつれ」 104分
「男はつらいよ 寅次郎子守歌」 104分
「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」 90分
「男はつらいよ 葛飾立志篇」 100分
「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」 109分
「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」 103分
「男はつらいよ 寅次郎と殿様」 99分
「男はつらいよ 寅次郎頑張れ！」 95分
「男はつらいよ 寅次郎わが道をゆく 」 107分
「男はつらいよ 噂の寅次郎」 104分
「男はつらいよ 翔んでる寅次郎」 107分
「男はつらいよ 寅次郎春の夢 」 104分
「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」 104分
「男はつらいよ 寅次郎かもめ歌」 98分
「男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎」 104分
「男はつらいよ 寅次郎紙風船 」 101分
「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」 110分
「男はつらいよ 花も嵐も寅次郎」 106分
「男はつらいよ 旅と女と寅次郎」 101分
「男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 」 105分
「男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎」 102分
「男はつらいよ 寅次郎真実一路 」 105分
「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 」 108分
「男はつらいよ 柴又より愛をこめて」 105分
「男はつらいよ 幸福の青い鳥」 106分
「男はつらいよ 知床慕情」 107分
「男はつらいよ 寅次郎物語」 101分
「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」 100分
「男はつらいよ 寅次郎心の旅路」 110分
「男はつらいよ ぼくの伯父さん」 108分
「男はつらいよ 寅次郎の休日」 105分
「男はつらいよ 寅次郎の告白 」 104分
「男はつらいよ 寅次郎の青春」 101分
「男はつらいよ 寅次郎の縁談」 106分
「男はつらいよ 拝啓車寅次郎様」 101分
「男はつらいよ 寅次郎紅の花」 107分
「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」 106分

