
監督：山田洋次 / 出演：渥美清, 倍賞千恵子, 前田吟ほか

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“リリー”出演作ほか、お楽しみ下さい!!!

第1作 「男はつらいよ」
第2作 「続 男はつらいよ」
第3作 「男はつらいよ フーテンの寅」
第4作 「新 男はつらいよ」
第5作 「男はつらいよ 望郷篇」
第6作 「男はつらいよ 純情篇」
第7作 「男はつらいよ 奮闘篇」
第8作 「男はつらいよ 寅次郎恋歌」
第9作 「男はつらいよ 柴又慕情」
第10作 「男はつらいよ 寅次郎夢枕」
第11作 「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」
第12作 「男はつらいよ 私の寅さん」
第13作 「男はつらいよ 寅次郎恋やつれ」
第14作 「男はつらいよ 寅次郎子守歌」
第15作 「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」
第16作 「男はつらいよ 葛飾立志篇」
第17作 「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」
第18作 「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」
第19作 「男はつらいよ 寅次郎と殿様」
第20作 「男はつらいよ 寅次郎頑張れ！」
第21作 「男はつらいよ 寅次郎わが道をゆく 」
第22作 「男はつらいよ 噂の寅次郎」
第23作 「男はつらいよ 翔んでる寅次郎」
第24作 「男はつらいよ 寅次郎春の夢 」
第25作 「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」
第26作 「男はつらいよ 寅次郎かもめ歌」
第27作 「男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎」
第28作 「男はつらいよ 寅次郎紙風船 」
第29作 「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」
第30作 「男はつらいよ 花も嵐も寅次郎」
第31作 「男はつらいよ 旅と女と寅次郎」
第32作 「男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 」
第33作 「男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎」
第34作 「男はつらいよ 寅次郎真実一路 」
第35作 「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 」
第36作 「男はつらいよ 柴又より愛をこめて」
第37作 「男はつらいよ 幸福の青い鳥」
第38作 「男はつらいよ 知床慕情」
第39作 「男はつらいよ 寅次郎物語」
第40作 「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」
第41作 「男はつらいよ 寅次郎心の旅路」
第42作 「男はつらいよ ぼくの伯父さん」
第43作 「男はつらいよ 寅次郎の休日」
第44作 「男はつらいよ 寅次郎の告白 」
第45作 「男はつらいよ 寅次郎の青春」
第46作 「男はつらいよ 寅次郎の縁談」
第47作 「男はつらいよ 拝啓車寅次郎様」
第48作 「男はつらいよ 寅次郎紅の花」
特別篇 「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」

“男はつらいよ”シリーズ 全４９作
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◆古き良き日本の風景… 懐かしき日々…現代日本の忘れてはならない人情喜劇・車寅次郎ここにあり!!! ♪◆

1969年（昭和44年）8月27日に第1作が公開され、1995年（平成7年）までに全48作として
全作ヒットのシリーズとなり、30作を超えた時点で作品数における世界最長の映画シリーズ
としてギネスブック国際版に認定。 1996年（平成8年）8月、惜しくも68歳でこの世を去った
渥美清により、1995年（平成7年）に公開された第48作『男はつらいよ寅次郎紅の花』
をもって”フーテンの寅”の人情劇は終幕となる。第49作とシリーズの最終作となるはず
だった第50作は未制作となった。その後、ファンからのラブコールが多かったとのことで、
『男はつらいよ寅次郎ハイビスカスの花』をCG、再編集・新撮影分を加えた”特別篇”で
1997年（平成9年）に公開された。



国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてき
た“寅さん”の記念すべき第1作!中学の時に家出し、テキ
ヤ稼業で全国を渡り歩く寅さんは、たった一人の妹・さくらが
柴又のおいちゃん夫婦に世話になっていると聞いて懐かしの
故郷へ。さくらの縁談話にひと肌脱ごう
と張り切るが、何もかもぶち壊し。
いたたまれなく奈良へ旅に出るが…
今なお人々を魅了してやまない
現在進行形”寅さん”の旅は終わらない…

男はつらいよ
出演：渥美清,倍賞千恵子,光本幸子(マドンナ), 

前田吟, 三崎千恵子, 森川信

102分 / 松竹

◆ おすすめ寅さん!!! 古き良き日本の風景… 懐かしき日々…現代日本の忘れてはならない人情喜劇・車寅次郎ここにあり!!! ♪◆

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてきた
“寅さん”第7作!!!!!!!越後から帰って来た寅さんは、生み
の母・菊が訪ねて来たことを知る。再会するも結婚話で親
子喧嘩になってしまう。その後、寅さん
は旅先で津軽から出稼ぎに来た純真
な少女と出会うが…ロケ地・
/越後広瀬・沼津・青森鯵ヶ浦"

男はつらいよ 奮闘編

出演：渥美清,倍賞千恵子,榊原るみ(マドンナ), 

前田吟, 三崎千恵子, 森川信

103分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてき
た“寅さん”。シリーズ屈指の第11作!“とらや”の人々と
ケンカして北海道へ旅立った寅次郎は、そこで旅回り
の歌手・リリーと出会う。浮草稼業の
リリーは寅さんと意気投合。寅さんは
地道に生きようと、酪農家で働くが…
ロケ地・/北海道網走

男はつらいよ 寅次郎忘れな草

出演：渥美清,倍賞千恵子,浅丘ルリ子(マドンナ), 

109分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてきた
“寅さん”。シリーズとおし名作の第15作!!!!!青森で知り合っ
た中年男と旅を続ける寅さんは、キャバレー歌手・リリーと偶
然再会。お互い惹かれ合いながらもケンカ
と仲直りを繰り返すふたりは結局東京へと
戻り、一件落着に思えたが…ロケ地・
青森、北海道函館・札幌・小樽"

男はつらいよ 寅次郎相合い傘

出演：渥美清,倍賞千恵子,船越英二, 

浅丘ルリ子(マドンナ), 

109分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されて
きた“寅さん”シリーズ第16作!!!!!!かつて想いを寄せた
人の娘の面倒を見るうちに学問の大切さが身に沁
みてきた寅次郎。そんな折、大学に
残って考古学を研究している
女性が“とらや”に下宿すること
になり…
ロケ地・1975年/山形県寒河江市

男はつらいよ 葛飾立志篇

出演：渥美清,倍賞千恵子,樫山文枝(マドンナ), 

112分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてき
た“寅さん”シリーズ第20作!!気工の青年・良介と仲良く
なった寅次郎は、彼が想いを寄せる食堂のウエイトレ
スとの仲を取り持つ役を買って出る。
しかし、寅次郎は良介の美しい姉・
藤子にひと目惚れし…ロケ地・
1977年/長崎県平戸島

男はつらいよ 寅次郎頑張れ！

出演：渥美清,倍賞千恵子,藤村志保(マドンナ), 

105分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されて
きた“寅さん”。シリーズ屈指の第25作!!旅回り歌手・リ
リーが沖縄で仕事中に倒れて入院中との便りが届
き、寅次郎は見舞いに駆け付ける。
看病した甲斐あって彼女は快方に
向かい、ふたりは夫婦気取りの
生活を始めるが…ロケ地・
1980年/沖縄、軽井沢

男はつらいよ
寅次郎ハイビスカスの花

出演：渥美清,倍賞千恵子,浅丘ルリ子(マドンナ), 

104分 / 

松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてき
た“寅さん”シリーズの真骨頂!!これぞ”寅さん”オブ”寅さん”
の第32作!!!さくらの夫・博の亡父の墓参りで備中を訪
れた寅次郎。寺の住職の娘が出戻りだと聞き、またま
たひと目惚れ。さらには二日酔い
の住職に代わって、見よう見まね
で法事を勤め上げてしまうが…
ロケ地・1983年/岡山県備中高梁

男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎

出演：渥美清,倍賞千恵子,竹下景子(マドンナ), 

113分 / 松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛され
てきた“寅さん”シリーズ第38作!!!北海道の知床で、
知り合ったばかりの獣医の家に居候することに
なった寅次郎。ある日、東京から
結婚に破れた獣医の娘が帰郷、
寅次郎はそんな彼女にひと目惚れ
してしまい…

ロケ地・1987年/北海道知床

男はつらいよ 知床慕情

出演：渥美清,倍賞千恵子,

三船敏郎, 淡路恵子, 竹下景子(マドンナ), 

116分 / 

松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されてき
た“寅さん”シリーズ第39作!!!寅次郎の幼馴染みが急
死し、彼の遺児が“とらや”を訪れる。訳ありの事情を
抱えた息子のために、寅次郎は
行方不明となってしまった彼の母親
を訪ねる旅に出掛けるが…
ロケ地・1987年/奈良県吉野山、
三重県伊勢志摩

男はつらいよ 寅次郎物語

出演：渥美清,倍賞千恵子,五月みどり,

秋吉久美子(マドンナ), 

110分 / 

松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛されて
きた“寅さん”シリーズも第40作目!!寅次郎は信州で
女医にひと目惚れ。柴又に戻った彼は大学に通う
彼女の姪を訪ねるが…当時ベスト
セラーとなった俵万智の短歌集
「サラダ記念日」からヒントを得て
製作された。
ロケ地・1988年/長野県小諸、
長崎県島原

男はつらいよ
寅次郎サラダ記念日

出演：渥美清, 倍賞千恵子, 三田佳子(マドンナ),

三田寛子, 尾美としのり

116分 / 

松竹

国民的人気を27年間48作にわたって、皆から愛され
てきた“寅さん”作品番外特別篇!!!!!!!歴代シリーズ屈
指の名作を、最新の技術を駆使してリニューアル!!! 過
去のシリーズ名場面と新たに追加撮影された場面を加
えた。渥美清が歌ういつもの主題歌
を八代亜紀が歌いあげ特別篇に花
を添え、ギネス認定の長寿シリーズ
の歴史を締めくくるにふさわしい作品
に仕上がっている。

男はつらいよ
寅次郎ハイビスカスの花 特別篇

出演：渥美清, 倍賞千恵子,浅丘ルリ子(マドンナ) 

116分 / 松竹
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