Category

09

フィギュア

調布市
深大寺

第3 弾

長 年にわたり、多くの人々に親しまれている「ゲゲゲの

水木しげる先生が描く
「ゲゲゲの鬼太郎」
の原作漫画のひと
コマを細かいディテールまで忠実に再現した自信作です。

鬼太郎」。その作品の根底に流れるテーマは「自然との
共 存 」です。人 間や妖 怪だけでなく、動 物や植 物 、地 球
上に住む全ての生き物との共 存が表現されています。
そんな「水木ワールド」を再現した「鬼太郎

水 木しげるの原作フィギュアコレクション

茶屋」で自然の素晴らしさを体感ください。

集めて、
飾って、
楽しいフィギュア。
ファンの期待に応えて第1弾から3弾まで勢揃い。

No.00320 お化けナイターⅡ

「おばけナイター」
より

税込 ￥3,024（本体価格￥2,800）W129

第2 弾

D85 H129㎜

Place

第1 弾

第1 弾

「朧車」
より
「妖怪獣」
より

第2 弾

No.00313 スキンヘッド

税込 ￥950（本体価格￥880）

/ Category 09 / Character Figures /

W43 D51 H60㎜

第1 弾

No.00312 喫茶ホームラン

税込 ￥950（本体価格￥880）

W44 D40 H48㎜

税込 ￥950（本体価格￥880）

W65 D65 H76㎜

No.00292 ほうき

税込 ￥950（本体価格￥880）

税込 ￥950（本体価格￥880）

W80 D45 H82㎜

W58 D45 H54㎜

第2 弾

「人間の妖怪」
より

No.00294 お花畑

税込 ￥950（本体価格￥880）
W58 D47 H30㎜

第2 弾

No.00301 あしまがり

第2 弾

第1 弾

「妖怪反物」
より

No.00293 木の間から

「妖鬼化」
より

「妖怪大戦争」
より

No.00311 裁判

「吸血木」
より

「妖怪大裁判」
より

税込 ￥3,024（本体価格￥2,800）

W117 D139 H86㎜

第2 弾

No.00304 鬼太郎の木

税込 ￥950（本体価格￥880）
W59 D50 H64㎜

第2 弾

第3 弾

01

Place

02

妖怪ショップ

癒しの空間

ゲゲゲの森

妖 怪 喫茶

どこか懐かしい雰囲気が漂う
駄菓子屋風の店内に、
ところ
狭しと並ぶ楽しくてほのぼの
とした妖怪グッズ。童心に返っ
て、心ゆくまでお気に入りの
グッズをお探しください。

ぬりかべのベンチをはじめ、
妖怪たちがお出迎え。窓の外
にも緑の中に隠れる妖怪がい
ます。温かい雰囲気の中で、オ
リジナルの妖怪メニューをお
召し上がりください。

鬼太郎茶屋限定
缶バッジガチャが
（全14種）
オススメ！

約600種の豊富なアイテムの中には、
ここでしか手に入らない限定グッズもございます。

境港・水木しげるロードへ
03
妖怪ギャラリー
ぜひお越しください！

他にも、季節限定メニューや鳥取県の逸品、
お飲み物もございます。

Place

Place

癒しの デッキ

水木しげる氏が描いた貴重な
妖怪画や日本全国の妖怪フィ
おいしい
海産物の
J R 境 港 駅 前から商 店 街へと続く、懐かしさ漂う
ギュアが迎えてくれる妖怪日本
の港町！
指
日本屈
「水木ワールド」
を感じ
道 沿いに8 0 0 mに亘って並ぶ１５３体もの妖 地図など
怪
ていただけるギャラリーです。
ブロンズ 像 が 出 迎えてくれる「 水 木しげるロ ー

境港市

展示内容は不定期で変更になります。＜入場料：１００円（小学生以上）
＞

ド」は、年 間 約 2 0 0 万 人が 訪れる人 気の観 光 地
です。水 木しげる先 生 の 世 界 観を、様 々な 展 示

鬼太郎茶屋でしか買えない

や秘 蔵コレクションで知ることができる「 水 木し

04

目の前に広がるのは深大寺の
「亀島弁財天池」
と包み込むよ
うに生い茂る緑の木々たち。木
製デッキで東京とは思えない
自然を満喫してください。
癒しのデッキでの飲食は不可となっておりますのでご了承ください。

一部は通販で購入可
！
鳥取県

鬼太郎茶屋オリジナルグッズ

げる記 念 館 」は必 見です。あなたも「 水 木しげる
ロード」に、ちょっぴり怖くて楽しい妖 怪ワール

同柄の
ドを体感しに来てみませんか。
もありTシャツ
ます！
BACK

「貧困の新婚生活」
より
「妖怪大戦争」
より

「目目連」
より

No.00310 目目連

税込 ￥950（本体価格￥880）

W52 D44 H51㎜

水木先生と
布枝夫人

「妖鬼化」
より

No.00305 魔女

No.00306 竹林

W41 D50 H69㎜

W46 D47 H50㎜

税込 ￥950（本体価格￥880）

© 水木プロ

（ヴィンテージレッド）

税込各 ￥2,592（本体価格各￥2,400）

No.00326 バナナ
税込 ￥2,052（本体価格￥1,900）

税込 ￥950（本体価格￥880）

妖怪Tシャツ鬼太郎茶屋
S・M・L・XLサイズ 綿100%

目玉餅

W87 D72 H65㎜

税込￥756

水 木 し げ る先 生 、ありがとう。

（本体価格￥700）

第3 弾

FRONT

「地獄流し」
より
「ぬらりひょん」
より

No.00315 古代の石臼

第3 弾

税込 ￥2,052（本体価格￥1,900）

W87 D56 H78㎜

「妖怪危機一髪」
より

第3 弾

No.00317 オリ

税込 ￥950（本体価格￥880）

W44 D31 H44㎜

「のっぺらぼう」
より

No.00322 人魂の天ぷら

税込 ￥950（本体価格￥880）

W40 D50 H64㎜

鬼太郎茶屋オリジナル
1922年
3月8日大阪にて生まれ、鳥取県境港市で育つ。 手染めてぬぐい
私たちが敬 愛してやまない水 木しげる
そえぶみ箋
（一反もめん茶屋 （茶屋けしき／だるま）
ジップパーカー（ブラック） ちゃんちゃんこエプロン
1944年
太平洋戦争に従軍し、
ニューギニア戦線で爆撃を受け左腕を失う。

第3 弾

先 生が、
２０１5 年 1 1月3 0日にお亡くな
サンデー／ぬりかべみそおでん）
税込各 ￥5,184（本体価格各￥4,800） 税込 ￥3,240（本体価格￥3,000）
1946年
復員後、神戸にて紙芝居画家となる。
税込各￥432（本体価格各￥400）
りになり
した。仕 事での関わりだけで
S・M
・Lサイズま
綿100%
フリーサイズ 綿100%

No.00318 地獄行きバス

1957年

税込 ￥950（本体価格￥880）
W48 D55 H46㎜

なく、人としての 生き方 や 考え方など、
〒182-0017 東京都調布市深大寺元町5丁目12-8

1965年

TEL.042-482-4059

本当に多くの事を学ばさせていただき

上京して貸本漫画家に転向。

「別冊少年マガジン」に発表した「テレビくん」で第6回講談社児童まんが賞受賞。
イベント情報やお知らせなどブログにて公開中! Facebook・Twitterも！
「昭和史」で第13回講談社漫画賞（一般部門）受賞。

FAX.042-441-1683

1988年

税込各 ￥1,620

（本体価格各￥1,500）

営業時間：10時〜17時（喫茶ラストオーダー16時/ギャラリー最終入場16時45分） 定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

鬼太郎便り

検索

kitaro.chaya.ciao.jp

1991年

紫綬褒章受賞。

1996年

文部大臣賞受賞。

2003年

旭日小綬章受賞。故郷の鳥取県境港市に「水木しげる記念館」開館。

アクセス：
京王線
「調布駅」
又は
「つつじヶ丘駅」
北口より京王バス
ま
した。
本 当に残
念で仕 方があり
ませ 『深大寺行』約15分。終点下車すぐ。JR中央線「吉祥寺駅」又は「三鷹駅」南口より小田急バス『深大寺行』約20分。終点下車すぐ。

ん。心よりご冥 福をお 祈りいたします 。

「のんのんばあとオレ」でアングレーム国際漫画祭最優秀コミック賞受賞。
これからも事 業を通じて、水 木ワール
tel.0859-302009年
-0372 「総員玉砕せよ
fax.0859-29
-1725 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳882 www.youkai.co.jp
！」でアングレーム国際漫画祭遺産賞受賞。
ドをより一 層 広げていき、先 生のテー
E-mail : info@youkai.co.jp Facebook : http://www.facebook.com/youkaisha Twitter : @youkaisha
2010年
文化功労者に選ばれる。
マであった「自然との共 生 」の実 現に
本社／株式会社きさらぎ 〒684-0021 鳥取県境港市馬場崎町211-1「鬼太郎に会えるまち」
2012年
「総員玉砕せよ
！」でウィル・アイズナー賞最優秀アジア作品賞受賞。
2007年

造形モンスター伝説
造形作家 宮川アジュの伝説の
いきものフィギュアコレクション
© 宮川アジュ Licensed by Cosmo Merchandising

17

No.05079
河童
税込 ￥2,160

（本体価格￥2,000）
W85 D80 H105㎜

No.05080
九尾の狐
税込 ￥2,700

（本体価格￥2,500）
W170 D95 H125㎜

No.05081
ユニコーン
税込 ￥2,160

（本体価格￥2,000）
W160 D75 H140㎜

No.05082
ドラゴン

税込 ￥2,700

（本体価格￥2,500）
W150 D165 H130㎜

No.05083
天狗
税込 ￥2,700

（本体価格￥2,500）
W90 D120 H140㎜

No.05084
ガルーダ
税込 ￥2,700

（本体価格￥2,500）
W100 D100 H140㎜

向けて邁 進してまいります。
水木プロ公式オンラインショップ

通信
販売

※商品の仕様及び掲載内容は予告なく変更となる場合があります。※印刷の関係上、商品の色が写真と若干異なる場合がございます。

2015年

1１月３０日、
９３歳で逝去。

インターネットからのご注文[24時間自動受付]
妖怪本舗

検索

youkai-honpo.com

お電話でのご注文・お問合せ 受付/平日
（月〜金）

0120-994-188

9：00〜16：00

カタログ掲載商品の一部は通信販売ではお取り扱いがない場合がございますので、
詳しくはWEBにてご確認いただくか、
妖怪本舗へお問い合わせ下さい。
CAT No.2016.11.01.8000

