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劇場用映画
TVシリーズ 他

日航機123便 御巣鷹山墜落事故3月 一般社団法人「日本音声製作者連盟（音声連）」設立 年号が昭和から平成に 1月17日 阪神・淡路大震災 3月 地上デジタルテレビ放送へ完全移行
年号が
平成から令和に

新型コロナウイルス感染症の
世界的流行

1月21日 田無市と保谷市が合併し西東京市に
3月 第1回東京国際アニメフェア2002開催
5月 一般社団法人「日本動画協会」設立
7月 CS110・シンエイアニメシアター（現テレ朝チャンネル）放送スタート

● 9月9日
有限会社エイプロダクションをシンエイ動画株式会社に改組
社長に楠部大吉郎が就任

● 12月11日
業容拡大のため事業所を田無市南町に移転

● 10月
代表取締役社長に楠部三吉郎が就任

● 12月1日
田無市本町（現西東京市田無町）に
自社ビルを新築し移転

● 田無市から紺綬褒章を受章

● 7月
代表取締役社長に岩永 惠が就任

● 11月2日
西東京市田無町3丁目に新社屋完成 ● 7月

代表取締役社長に梅澤道彦が就任

● SynergySPを子会社化

2005年4月以降、地上デジタル放送対応
に伴い、テレビ作品をハイビジョン制作に。

2009年9月5日、「クレヨンしんちゃん 嵐を
呼ぶ アッパレ!戦国大合戦」を原案とする実
写映画「BALLAD 名もなき恋のうた」公開

 年12月1日 楠部大吉郎が作画・仕上会社として有限会社エイプロダクションを渋谷区代々木に設立
東京ムービー（現トムス・エンタテインメント）制作の「オバケのＱ太郎」「巨人の星」
「ルパン三世（第一シリーズ）」「ど根性ガエル」「天才バカボン」などを手掛ける

 年12月1日 中野区中野坂上から田無市北原町に社屋移転

79年4月～
テレビ朝日系

つるピカハゲ丸くん
88年3月～ 89年10月
テレビ朝日系 全59話

怪物くん (新) 
80年9月～ 82年9月
テレビ朝日系 全188話

フクちゃん
82年11月～ 84年3月
テレビ朝日系 全142話

オヨネコぶーにゃん
84年4月～ 85年3月
テレビ朝日系 全93話

三国志
日本テレビ系 85年3月

三国志Ⅱ
天翔ける英雄たち
日本テレビ系 86年8月

ガタピシ
90年4月～ 91年3月
テレビ朝日系 全199話

どろろんぱっ！
91年4月～ 9月
テレビ朝日系 全114話

ドラえもん

ウミガメと少年
02年8月

凧になったお母さん
03年8月

小さい潜水艦に恋をした
でかすぎるクジラの話

04年8月

ぼくの防空壕
05年8月

焼跡の、お菓子の木
06年8月

ふたつの胡桃
07年8月

キクちゃんとオオカミ
08年8月

青い目の女の子のお話
09年8月

ジャングルはいつも
ハレのちグゥ
01年4月～ 9月

テレビ東京系 全26話

笑ゥせぇるすまん
89年10月～ 92年9月
TBS系 全110話

藤子不二雄Ⓐの
夢魔子 
90年7月 TBS系

内田春菊の
呪いのワンピース
92年8月
TBS系 全3話

忍者ハットリくん
81年9月～ 87年12月
テレビ朝日系 全697話

ビリ犬
88年7月～ 89年3月
テレビ朝日系 全29話

ビリ犬なんでも商会
89年4月～ 9月

テレビ朝日系 全22話

パーマン
83年4月～ 85年7月
テレビ朝日系 全526話 オバケのQ太郎 (新)

85年4月～ 87年3月
テレビ朝日系 全512話

ウルトラB
87年4月～ 89年3月
テレビ朝日系 全117話

プロゴルファー猿
85年4月～ 88年6月
テレビ朝日系 全153話

Mr.ペンペン／Mr.ペンペンⅡ
86年3月、12月

テレビ朝日系 全2話

エスパー魔美
87年4月～ 89年10月
テレビ朝日系 全120話

おぼっちゃまくん
89年1月～ 92年9月
テレビ朝日系 全164話

ゲームセンターあらし
82年4月～ 9月

日本テレビ系 全26話

あたしンち
02年4月～ 09年9月
テレビ朝日系 全330話

ご姉弟物語
09年10月～ 10年6月
テレビ朝日系 全32話

となりの関くん
14年1月～ 3月

テレビ東京系 全13話＋8話

黒魔女さんが通る!!
12年4月～ 14年2月
NHK Eテレ 全60話

戦争童話集シリーズ
テレビ朝日系

Fシアター
藤子・F・不二雄ミュージアム

シンエイぷちアニ劇場
チャンネル

YouTube、GyaO!ほか

キメゾーの決まり文句じゃキマらねぇ。
Featuring サブ男
11年10月～ 12月
YouTube、GyaO!ほか 全12話

キメゾーの
「決まり文句じゃキマらねぇ。」
10年10月～12月
YouTube、GyaO!ほか 全12話

ポテッコベイビーズ
（2011）
11年4月～ 7月
YouTube、GyaO!ほか 全12話

ポテッコベイビーズ
10年5月、9月
YouTube、GyaO!ほか 全2話

西武鉄道駅員タコちゃん
11年4月～ 12年2月

YouTube、GyaO!ほか 全12話

NINJAハットリくんリターンズ
13年5月～ 17年3月
アニマックス 全52話

デンキ街の本屋さん
14年10月～ 12月

 TOKYO MX ほか 全12話

やっぱり海が好き
（J-CREWプロジェクト）
15年/17年/19年/20年

OVA（非売品）

クレヨンしんちゃん

92年4月～
テレビ朝日系

景山民夫の
ダブルファンタジー
94年1月 TBS系

中崎タツヤ
スーパーギャグシアター
94年1月 TBS系

中崎タツヤ
スーパーギャクシアターⅡ
94年8月 TBS系

八男って、
それはないでしょう!
20年4月～ 6月
AT-Xほか 全12話

新あたしンち
15年10月～ 16年4月
アニマックス 全26話

SUPER SHIRO
19年10月～
AbemaTV・TELASA独占配信

妖怪アパートの
幽雅な日常 
17年7月～ 12月
BS11 ほか 全26話

ぬるぺた 
19年10月～ 12月
AT-Xほか 全12話

アニメ カピバラさん
20年10月～ 21年3月
テレビ東京系 全24話 iii あいすくりん

21年4月～ 6月
テレビ東京系 全12話

笑ゥせぇるすまんNEW
17年4月～ 6月
TOKYO MX ほか 全12話

美味しんぼ
88年10月～ 92年3月
日本テレビ系 全136話

チンプイ
89年11月～ 91年4月
テレビ朝日系 全112話

パロルのみらい島
（アニメミライ2014）
14年3月
読売テレビ

週刊ストーリーランド
99年10月～ 01年9月

（各話制作） 日本テレビ系

風雲!戦国を駆ける武将
 ～アニメ静岡県史～
99年1月～ 4月

静岡朝日テレビ 全26話

白い恋人
06年12月

北海道テレビ放送

クレヨンしんちゃん外伝
16年８月～17年８月

Amazonプライムビデオ独占配信
 全52話

からかい上手の高木さん２
19年7月～ 9月
TOKYO MX ほか 全12話

アイドールズ
21年1月～3月
BS朝日 全10話

ましろのおと
21年4月～ 6月
MBS/TBS系 全12話

すばらしきこのせかい 
The Animation
21年4月～ 6月
MBS/TBS系 全12話

ポチっと発明ピカちんキット 
18年1月～ 20年3月
テレビ東京系 全115話

PUI PUI モルカー
21年1月～ 3月

テレビ東京系 全12話

みんなのどうよう
15年 OVA 全3巻

ドラえもん&パーマン
危機一髪！？
11年9月～

21エモン&ドラえもん
ようこそ！！

ホテルつづれ屋へ
12年10月～

すすめ
ロボケット&ドラえもん
決戦！雲の上の竜巻城

13年8月～

ドラえもん&チンプイ
エリ様

愛のプレゼント大作戦
14年9月～

キテレツ大百科
&ドラえもん

コロ助のはじめての
おつかい
15年9月～

ポコニャン&ドラえもん
ポンポコニャンで

ここほれニャンニャン
16年9月～

ウメ星デンカ＆ドラえもん
パンパロパンのスッパッパ！

17年9月～

ドラえもん＆
Fキャラオールスターズ
月面レースで大ピンチ！？

19年3月～

ドラえもん誕生
20年2月～

藤子不二雄Ⓐの
さすらいくん
92年4月～ 6月
TBS系  全13話

エリアの騎士
12年1月～ 9月

テレビ朝日系 全37話

21エモン
91年5月～ 92年3月
テレビ朝日系 全39話

少年アシベ GO! GO! 
ゴマちゃん（第4期）
19年4月～ 12月
NHK Eテレ

からかい上手の高木さん
18年1月～ 3月
TOKYO MX ほか 全12話

怪盗ジョーカー
14年10月～ 16年12月
TOKYO MX ほか 全52話

スティッチ！
10年7月～11年3月
テレビ朝日系 全30話

©Disney

忍ペンまん丸
97年7月～ 98年3月

テレビ朝日系 全30回（60話）

ヨシモトムチッ子物語
98年10月～ 99年11月
テレビ東京系　全47話

八百八町表裏 化粧師
90年10月～ 91年4月
TBS系 全22話

のび太とブリキの迷宮のび太と雲の王国のび太の
ドラビアンナイト

のび太とアニマル惑星のび太の日本誕生のび太のパラレル西遊記のび太と竜の騎士のび太と鉄人兵団のび太の宇宙小戦争のび太の魔界大冒険のび太の海底鬼岩城のび太の大魔境のび太の宇宙開拓史のび太の恐竜 のび太と夢幻三剣士 のび太の創世日記 のび太と銀河超特急 のび太の
ねじ巻き都市冒険記

のび太の南海大冒険 のび太の宇宙漂流記 のび太の太陽王伝説 のび太と翼の勇者たち のび太とロボット王国 のび太とふしぎ風使い のび太の
ワンニャン時空伝

のび太の恐竜2006 のび太の新魔界大冒険
～7人の魔法使い～ 

のび太と緑の巨人伝 新・のび太の
宇宙開拓史

のび太の人魚大海戦 新・のび太と鉄人兵団 のび太と奇跡の島
～アニマル アドベンチャー～

のび太の
ひみつ道具博物館

新・のび太の大魔境
～ペコと５人の探検隊～

のび太の宇宙英雄記 新・のび太の日本誕生 のび太の
南極カチコチ大冒険

のび太の宝島 のび太の月面探査記 のび太の新恐竜

アクション仮面
vs ハイグレ魔王

ブリブリ王国の秘宝 雲黒斎の野望 ヘンダーランドの
大冒険

暗黒タマタマ大追跡 電撃！
ブタのヒヅメ大作戦

爆発！
温泉わくわく大決戦
クレしんパラダイス！
メイド・イン・埼玉

嵐を呼ぶジャングル 嵐を呼ぶ
モーレツオトナ帝国の逆襲

嵐を呼ぶ
アッパレ!戦国大合戦

嵐を呼ぶ
栄光のヤキニクロード

嵐を呼ぶ
夕陽のカスカベボーイズ

伝説を呼ぶ
ブリブリ3分ポッキリ大進撃

伝説を呼ぶ
踊れ！アミーゴ!

嵐を呼ぶ
歌う ケツだけ爆弾！

ちょー嵐を呼ぶ
金矛の勇者

オタケベ!
カスカベ野生王国

超時空!
嵐を呼ぶオラの花嫁

嵐を呼ぶ
黄金のスパイ大作戦

嵐を呼ぶ
オラと宇宙のプリンセス

バカうまっ!
Ｂ級グルメサバイバル‼

ガチンコ!
逆襲のロボとーちゃん

オラの引越し物語
～サボテン大襲撃～

爆睡!
ユメミーワールド大突撃

襲来‼宇宙人シリリ 爆盛!カンフーボーイズ
～拉麺大乱～

新婚旅行ハリケーン
～失われたひろし～

激突!
ラクガキングダムと
ほぼ四人の勇者

ぼく、桃太郎のなんなのさ

映画あたしンち 劇場版3Dあたしンち
「情熱のちょ～超能力♪母大暴走！」

河童のクゥと夏休み

謎メキ!
花の天カス学園

第1作/1980年 第2作/1981年 第3作/1982年 第4作/1983年 第5作/1984年 第6作/1985年 第7作/1986年 第8作/1987年 第9作/1988年 第10作/1989年 第11作/1990年 第12作/1991年 第13作/1992年 第14作/1993年 第15作/1994年 第16作/1995年 第17作/1996年 第18作/1997年 第19作/1998年 第20作/1999年 第21作/2000年 第22作/2001年 第23作/2002年 第24作/2003年 第25作/2004年 第26作/2006年 第27作/2007年 第28作/2008年 第29作/2009年 第30作/2010年 第31作/2011年 第32作/2012年 第33作/2013年 第34作/2014年 第35作/2015年 第36作/2016年 第37作/2017年 第38作/2018年 第39作/2019年 第40作/2020年

第1作/1993年 第2作/1994年 第3作/1995年 第4作/1996年 第5作/1997年 第6作/1998年 第7作/1999年 第8作/2000年 第9作/2001年 第10作/2002年 第11作/2003年 第12作/2004年 第13作/2005年 第14作/2006年 第15作/2007年 第16作/2008年 第17作/2009年 第18作/2010年 第19作/2011年 第20作/2012年 第21作/2013年 第22作/2014年 第23作/2015年 第24作/2016年 第25作/2017年 第26作/2018年 第27作/2019年 第28作/2020年 第29作/2021年

STAND BY ME ドラえもん 2STAND BY ME ドラえもん

ドラミちゃん
ハロー恐竜キッズ！！
太陽はともだち
がんばれ！ソラえもん号

21エモン
宇宙行け!裸足のプリンセス
トキメキソーラーくるまによん

チンプイ
エリさま活動大写真

ドラミちゃん ミニドラSOS！！！エスパー魔美
星空のダンシングドール
ウルトラＢ
ブラックホールからの独裁者B・B‼

プロゴルファー猿
甲賀秘境!影の忍者ゴルファー参上!
オバケのＱ太郎
とびだせ!１/100大作戦

プロゴルファー猿
スーパーGOLFワールドへの招待
オバケのＱ太郎
とびだせ!バケバケ大作戦

忍者ハットリくん+パーマン
忍者怪獣ジッポウVSミラクル卵

忍者ハットリくん+パーマン
超能力ウォーズ

忍者ハットリくん
ニンニンふるさと大作戦の巻
パーマン
バードマンがやってきた‼

怪物くん デーモンの剣
忍者ハットリくん
ニンニン忍法絵日記の巻

怪物くん 怪物ランドへ招待 2112年ドラえもん誕生 ドラミ&ドラえもんズ
ロボット学校七不思議!？

帰ってきたドラえもん
ザ☆ドラえもんズ
ムシムシぴょんぴょん大作戦!

のび太の結婚前夜
ザ☆ドラえもんズ
おかしなお菓子なオカシナナ?

おばあちゃんの思い出
ザ☆ドラえもんズ
ドキドキ機関車大暴走！

がんばれ!ジャイアン‼
ドラミ&ドラえもんズ
宇宙ランド 危機イッパツ!

ぼくの生まれた日
ザ☆ドラえもんズ
ゴール!ゴール!ゴール‼

パーマン
Pa-Pa-Pa ザ☆ムービー
『パーマン』

併映

21エモン 宇宙へいらっしゃい
併映

併映 併映 併映 併映 併映 併映 併映 併映 併映

ドラミちゃん
アララ♡少年山賊団!

併映
併映 併映 併映 併映 併映

ザ☆ドラえもんズ
怪盗ドラパン謎の挑戦状!

併映
併映 併映 併映 併映 併映 併映

パーマン
タコDEポン!アシHAポン!
ドラえもん・ザ・ムービー 
25TH ANNIVERSARY

併映ドラミちゃん
宇宙の果てからパンパロパン
ドラミちゃん 青いストローハット

1970年
学年誌で原作連載開始

1979年4月
テレビ映画「ドラえもん」を
テレビ朝日系列にて放送開始
今日の当社の基盤を築く
記念すべき作品となる

TVシリーズ「ドラえもん」、
文化庁・テレビ用優秀映画賞。

野原しんのすけ役
声優交代

クレヨンしんちゃん
ＴＶ放送20周年

新シリーズ「ドラえもん」スタート。
ドラえもんの声優陣全員交代。

TVシリーズ「ドラえもん」、
文化庁・テレビ用優秀映画賞。 ドラえもん TV放送40周年

2001年、「ジャングルはいつもハ
レのちグゥ」でフルデジタル制作を
本格的に開始。2002年以降、デジ
タルでの制作へと完全に移行。

1992年4月
「クレヨンしんちゃん」

放送開始
翌年には本作品の人気に
火がつき一大ブームを

巻き起こす。

2002年4月
「あたしンち」を
放送開始

2003年
ピーボディー賞

1980年3月
「ドラえもん “のび太の恐竜”」を

東宝系劇場にて全国公開
以降毎年春休みの
定番作品となる

日本アカデミー賞
アニメーション作品賞

第53回毎日映画コンクール アニメーション映画賞
第2回文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門 優秀賞

日本アカデミー賞
アニメーション作品賞

日本アカデミー賞
アニメーション作品賞

日本アカデミー賞
アニメーション作品賞

2002年12月
「映画あたしンち」

公開

2007年7月
「河童のクゥと夏休み」

公開

日本オタク大賞2001 第6回文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門 大賞
第57回毎日映画コンクール アニメーション映画賞   ほか

第18回文化庁メディア芸術祭
アニメーション部門 優秀賞

2014年8月、3DCG
「STAND BY ME ドラえもん」

公開
累計動員550万人突破

13年3月、
第1作からの累計動員
1億人突破（邦画初）

日本アカデミー賞
最優秀アニメーション作品賞   ほか

海外30カ国
以上で展開

全40作品

海外20カ国
以上で展開

全29作品
1993年7月

映画「クレヨンしんちゃん
“アクション仮面vsハイグレ魔王”」
東宝系劇場にて全国公開

第55回
毎日映画コンクール
アニメーション映画賞


