男はつらいよ

第１作「男はつらいよ」 半裁

第２作「続・男はつらいよ」 半裁
1969年 少ヤケ、破れ補修

第３作「男はつらいよ フーテンの
寅」 半裁
1970年 ゆるい折れ癖

1969年 折れ、小破れ

第４作「新・男はつらいよ」 半裁
1970年

第５作「望郷篇」 半裁

第６作「純情篇」 半裁

第６作「純情篇」 立看

第７作「奮闘篇」 半裁１

1970年

1971年 折れ

1971年 折れ、小破れ、濡れシミ

1971年

第７作「奮闘篇」 半裁２

第８作「寅次郎恋歌」 半裁１

第８作「寅次郎恋歌」 半裁２

第９作「柴又慕情」 半裁１

1971年 折れ、端傷み、極少欠け

1971年

1971年 折れ、小穴

1972年 少汚れ

第９作「柴又慕情」 半裁２

第９作「柴又慕情」 半裁３

第９作「柴又慕情」 半裁４

第９作「柴又慕情」 立看

1972年 ピン跡

1972年 折れ、シワ、テープ跡

1972年 折れ、小破れ、少シミ、少
汚れ

1972年 折れ、小破れ、テープ跡、
極少欠け

第10作「寅次郎夢枕」 半裁１

第10作「寅次郎夢枕」 半裁２

第10作「寅次郎夢枕」 立看

第11作「寅次郎忘れな草」 半裁

1972年

1972年 折れ、ピン跡、小破れ、少
シミ

1972年 折れ、小破れ、ピン跡欠け

1973年

第11作「寅次郎忘れな草」 立看

第12作「私の寅さん」 半裁１

第12作「私の寅さん」 半裁２

第12作「私の寅さん」 立看

1973年 端傷み・小破れ補修・極少
欠け

1973年

1973年 折れ

1973年 折れ、小破れ、余白部傷
み・破れ

第13作「寅次郎恋やつれ」 半裁

第14作「寅次郎子守唄」 半裁

第14作「寅次郎子守唄」 立看１

第14作「寅次郎子守唄」 立看２

1974年 ゆるい折れ

1974年

1974年 折れ、ピン跡穴、破れ補
修、汚れ、ヤケ

1974年 折れ

第14作「寅次郎子守唄」 スピード

第15作「寅次郎相合い傘」 半裁

第16作「葛飾立志篇」 半裁

「1975年 寅さんまつり」 スピード

1974年 折れ

1975年

1975年 破れ補修

1975年 折れ

第17作「寅次郎夕焼け小焼け」 半
裁
1976年

第17作「寅次郎夕焼け小焼け」 立
看
1976年 折れ、シワ、傷み

第17作「寅次郎夕焼け小焼け」 ス
ピード
1976年 折れ、破れ、汚れ

第18作「寅次郎純情詩集」 半裁１

第18作「寅次郎純情詩集」 半裁２

第19作「寅次郎と殿様」 半裁

第19作「寅次郎と殿様」 スピード

第20作「寅次郎頑張れ！」 半裁１

1976年 折れ

1977年 折れ

1977年 折れ

1977年

第20作「寅次郎頑張れ！」 半裁２
1977年

第20作「寅次郎頑張れ！」 スピー
ド
1977年 折れ

第21作「寅次郎わが道をゆく」 半
裁
1978年

第21作「寅次郎わが道をゆく」 ス
ピード
1978年 折れ

第22作「噂の寅次郎」 半裁

第22作「噂の寅次郎」 スピード

第23作「翔んでる寅次郎」 半裁

1978年 少傷み、端・カド極少欠け

1978年 折れ

1979年 黄ばみ

第23作「翔んでる寅次郎」 スピー
ド
1979年 折れ、傷み、少汚れ

1976年 破れ補修、テープ跡、裏汚
れ

第24作「寅次郎春の夢」 半裁
1979年 端傷み・極少欠け

第28作「寅次郎紙風船」 半裁

第25作「寅次郎ハイビスカスの
花」 半裁
1980年

第26作「寅次郎かもめ歌」 半裁
1980年

第27作「浪花の恋の寅次郎」 半
裁
1981年

第30作「花も嵐も寅次郎」 半裁

第31作「旅と女と寅次郎」 半裁

1981年 カド小折れ

第29作「寅次郎あじさいの恋」 半
裁
1982年

1982年 折れ

1983年

第31作「旅と女と寅次郎」 スピー
ド
1983年 折れ

第32作「口笛を吹く寅次郎」 半裁
１
1983年

第32作「口笛を吹く寅次郎」 半裁
２
1983年

第33作「夜霧にむせぶ寅次郎」
半裁１
1984年 端少傷み

第33作「夜霧にむせぶ寅次郎」
半裁２
1984年 ゆるい折れ、裏黄ばみ

第33作「夜霧にむせぶ寅次郎」 ス
ピード
1984年 折れ

第34作「寅次郎真実一路」 半裁１

第34作「寅次郎真実一路」 半裁２

1984年

1984年

第35作「寅次郎恋愛塾」 半裁

第37作「幸福の青い鳥」 半裁

第38作「知床慕情」 半裁１

1985年

第36作「柴又より愛をこめて」 半
裁
1985年

1986年 上端・カドシワ

1987年

第38作「知床慕情」 半裁２

第39作「寅次郎物語」 半裁１

第39作「寅次郎物語」 半裁２

1987年

1987年

1987年

第40作「寅次郎サラダ記念日」 半
裁
1988年

第41作「寅次郎心の旅路」 半裁１

第41作「寅次郎心の旅路」 半裁２

第41作「寅次郎心の旅路」 半裁３

第41作「寅次郎心の旅路」 半裁４

1989年 折れ

1989年

1989年 折れ

1989年 折れ

第42作「ぼくの伯父さん」 半裁１

第42作「ぼくの伯父さん」 半裁２

第42作「ぼくの伯父さん」 半裁３

第43作「寅次郎の休日」 半裁

1989年 折れ、小破れ

1989年

1989年 端少傷み、裏汚れ

1990年

第44作「寅次郎の告白」 半裁

第45作「寅次郎の青春」 半裁

第46作「寅次郎の縁談」 半裁１

第46作「寅次郎の縁談」 半裁２

1991年

1992年 小破れ

1993年

1993年 折れ

第47作「拝啓 車寅次郎様」 半裁
１
1994年 小破れ

第47作「拝啓 車寅次郎様」 半裁
２
1994年 端少傷み・小破れ

第48作「寅次郎紅の花」 半裁

「寅さん絵入りはがき」 半裁

1995年 少シワ、小破れ

カド折れ、少シワ、ヤケ

