
■p. 48
ゴワッパー5ゴーダム　アニメ作品解説
朝日放送、NETテレビ　→　NET（テレビ朝日）系

■p. 62
無敵鋼人ダイターン3　アニメ作品解説
波嵐万丈　→　破嵐万丈

■p. 73
2_61　キャプション　制作年
[記載なし]　→　1980

■p. 74
2_62　キャプション
『講談社ポケット百科シリーズロボット大全集④無敵ロボトライダーG7』（講談社）
表紙原画　1980頃　 
→　  『講談社ポケット百科シリーズ⑳テレビマガジン ロボット大全集4 無敵ロボ 
トライダーG7』（講談社）表紙原画　1981

■p. 99
3_21　資料名
基本設定（決定稿）: ザクI 前　→　基本設定（決定稿）: ザクI（旧ザク） 前

■p. 106
3_35　キャプション　制作年
1980　→　1981

■p. 107
3_37　キャプション　制作年
1980頃　→　1981

3_38　キャプション　制作年
1980頃　→　1981

3_39　キャプション　制作年
1980頃　→　1981

■p. 108
3_40　制作年
[記載なし]　→　1981

■p. 110
3_44　キャプション　制作年
[記載なし]　→　1981

■p. 117
3_52　キャプション　制作年
[記載なし]　→　1981

■p. 124
3_65　キャプション　資料名
初期設定：ダグラム後期デザイン9 横　→　初期設定：ダグラム後期デザイン7 横

3_66　キャプション　資料名
初期設定：ダグラム後期デザイン9 後　→　初期設定：ダグラム後期デザイン7 後

■p. 238
5_43　キャプション　資料名
初期設定：D-1／シュワルグ　→　初期設定：シュワルグ

■p. 256
勇者エクスカイザー　アニメ作品解説
テレビ朝日系　→　名古屋テレビ

｢超・大河原邦男展―レジェンド・オブ・メカデザイン―｣図録　お詫びと訂正
本図録の記載内容について下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

■p. 261
勇者特急マイトガイン　アニメ作品解説
テレビ朝日系　→　名古屋テレビ

■p. 263
勇者王ガオガイガー　アニメ作品解説
テレビ朝日系　→　名古屋テレビ

■p.280
機動戦士ガンダムSEED　アニメ作品解説
TBS系　→　MBS

■p. 329
1_31　資料名
設定資　→　設定資料

■p. 331
2_3　材質・技法
Cel color, cel, and poster color on paper　 
→　Cel color on cel; poster color on paper

2_6　材質・技法
Cel color and cel on paper　→　Cel color on cel; paper

■p. 332
2_33　材質・技法
鉛筆・マーカー、紙　Pencil and marker on paper　 
→　ペン・ポスターカラー、紙　Pen and poster color on paper

2_34　材質・技法
鉛筆・マーカー、紙　Pencil and marker on paper　 
→　ペン・ポスターカラー、紙　Pen and poster color on paper

■p. 333
2_50　資料名
『講談社ポケット百科シリーズ⑯テレビマガジンロボット大全集 無敵超人ザンボッ
ト3 無敵鋼人ダンターン3』（講談社、1981年）表紙原画　Original drawing 
for front cover of Pocket Encyclopedic Series ⑯: The 
Unchallengeable Trider G7, Kodansha, 1981
→　  『講談社ポケット百科シリーズ⑯テレビマガジンロボット大全集2 無敵超人
ザンボット3 無敵鋼人ダイターン3』（講談社、1981年）表紙原画　Original 
drawing for front cover of Pocket Enclyclopedic Series ⑯: Super 
Machine Zanbot 3; The Unchallengeable Daitarn 3, Kodansha, 
1981

2_61　制作年
（制作年不詳）　（No date）　→　1980

2_62　資料名と制作年
講談社『ポケット百科シリーズロボット大全集④無敵ロボトライダーG7』（講談社）
表紙原画　Original drawing for front cover of Pocket Encyclopedic 
Series ④: The Unchallengeable Trider G7, Kodansha　1980頃
→　  『講談社ポケット百科シリーズ⑳テレビマガジンロボット大全集4 無敵ロボ 
トライダーG7』（講談社）表紙原画 Original drawing for front cover of 
Pocket Encyclopedic Series ⑳: The Unchallengeable Trider G7, 
Kodansha　1981

2_63　資料名
｢無敵ロボ トライダー7 LD-BOX, PART 1｣（バンダイビジュアル、2001年）パッ
ケージ原画
→　  ｢無敵ロボ トライダーG7 LD-BOX PART 1｣（バンダイビジュアル、2001

年）パッケージ原画



■p. 334
2_72　資料名
Final model sheet: size chart for main characters 1　 
→　Final model sheet: size chart for main mecha characters 1

2_73　資料名
Final model sheet: interior structure of Zanbot 3 (original design: Ryoji 
Hirayama(Fujiwara), and Studio Nue)　 
→　 Final model sheet: Zanbot 3 interior structure (original design: 

Ryoji Hirayama(Fujiwara), and Studio Nue)

2_74　資料名
Final model sheet: Daitarn3’s interior structure　 
→　Final model sheet: Daitarn 3 interior structure

■p. 335
3_18　資料名
Final model sheet: Zaku and weapon, Magella top cannon, Gallop 
with Magella Tops
→　  Final model sheet: Zaku and weapon, Magella Top Cannon, 

Gallop Cargo with Magella Tops

3_21　資料名
基本設定（決定稿）：ザクI 前　→　基本設定（決定稿）：ザクI（旧ザク） 前

■p. 336
3_35　制作年
1980　→　1981

3_37　制作年
1980頃　→　1981

3_38　制作年
1980頃　→　1981

3_39　制作年
1980頃　→　1981

3_40　制作年
（制作年不詳）　（No date）　→　1981

3_44　制作年
（制作年不詳）　（No date）　→　1981

3_52　制作年
（制作年不詳）　（No date）　→　1981

3_65　資料名
初期設定：ダグラム後期デザイン 9 横　Preliminary model sheet: 
Dougram, later design 9, side view　 
→　 初期設定：ダグラム後期デザイン 7 横　Preliminary model sheet: 

Dougram, late design 7, side view

3_66　資料名
初期設定：ダグラム後期デザイン 9 後　Preliminary model sheet: 
Dougram, later design 9, back view　 
→　 初期設定：ダグラム後期デザイン 7 後　Preliminary model sheet: 

Dougram, late design 7, back view

3_71　材質・技法
Pencil, colored pencil and ink on paper　→　Pencil on paper

3_98　材質・技法
encil on paper　→　Pencil on paper

■p. 340
3_132　資料名
Kunio Okawra’s collection of pictures 2 VOTOMS ART WORKS, 
(MOVIC, 1998) original front cover 1998　 
→　 Original drawing for front cover of Kunio Okawara Art Collection 

2, VOTOMS Art Works, Movic, 1998

4_1～4_6　材質・技法
Cel colors and cel; poster color on paper　 
→　Cel colors on cel; poster color on paper

■p. 340-341
4_7～4_19　材質・技法
Cel and cel colors on paper　→　Cel colors on cel

■p. 343
4_60～4_62　材質・技法
鉛筆・マーカー、紙　Pencil and marker on paper　 
→　鉛筆・透明水彩絵具、紙　Pencil and watercolor on paper

■p. 344
5_16　材質・技法
鉛筆・マーカー・インク、　→　鉛筆・マーカー・インク、紙

5_17　材質・技法
Pencil, colored pencil and marker on　 
→　Pencil, colored pencil and marker on paper

5_22　資料名
Final model sheet: size chart for main characters : Dilfam, Vifam, 
Neofam, Wug, etc.　 
→　 Final model sheet: size chart for main mecha characters: Dilfam, 

Vifam, Neofam, Wug, etc.

■p. 345
5_43　資料名
初期設定：D-1／シュワルグ
Preliminary model sheet: D-1 / Schwalg 
→　 初期設定：シュワルグ 

Preliminary model sheet: Schwalg

■p. 347
6_21　資料名
Preliminary model sheet: Drill　 
→　Preliminary model sheet: Drill Gao

■p. 348
7_8　資料名
Final Image sketch: Freedom Gundam　 
→　Image sketch: Freedom Gundam

7_10　資料名
Final Image sketch: Justice Gundam　 
→　Image sketch: Justice Gundam


