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現在開館 1 周年記念展「ピーナッツ・ギャング・オールスターズ！－ともだちを紹介してよ、スヌ

ーピー。」を開催中のスヌーピーミュージアムでは、2017/10/7(土)から 2018/4/8(日)の期間、特別

展「Love is Wonderful－恋ってすばらしい。」を開催いたします。この度、詳細が決定いたしました

のでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スヌーピーミュージアム特別展「Love is Wonderful－恋ってすばらしい。」概要＞ 

●会  期： 2017 年 10 月 7 日（土）～2018 年 4 月 8日（日） 

●休館日： 会期中無休 ※12 月 31 日～1 月 2日を除く 

●時  間： 10:00～20:00（入場は 19:30 まで） 

 

嵐のような恋。許されざる恋。虹の彼方の恋。まだ始まらない恋、、、、。 

コミック「ピーナッツ」には、誰もがドキドキ、ワクワクする「恋エピソード」が満載です。チャー

リー・ブラウンは「赤毛の女の子」を前にため息をもらし、ガミガミ屋のルーシーはシュローダーを

一途に想う。スヌーピーにも、結婚式の直前に兄スパイクに花嫁を奪われるといった切ないエピソー

ドがあります。 

 本特別展では、ドラマチックな空間の中で、スヌーピーやピーナッツ・ギャングたちの「胸キュン」

な恋のエピソードを、約 80 点の貴重な原画と、オリジナル映像などで紹介します。 

また「BROWN’S STORE」（ブラウンズストア）では、展示テーマにあわせた新商品約 200 点を含

む約 600 点ものオリジナルグッズを展開、さらに「Cafe Blanket」（カフェブランケット）でも、恋

にまつわる「胸キュン」間違いなしの新メニューをご用意いたします。 

2017 年 8 月 24 日 

スヌーピーミュージアム特別展 

許されざる恋も？！「ピーナッツ」の恋愛エピソードが明らかに… 

「Love is Wonderful－恋ってすばらしい。」詳細決定 

2017 年 10 月 7 日（土）～2018年 4 月 8 日（日） 

特別展メインビジュアル 
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●展示のみどころ 

・「恋」をテーマにした約 80 点の原画 

 

1. 「ピーナッツの恋」といえば、チャーリー・ブラウンと顔が出てこない「赤毛の女の子」の物語。 

スヌーピー相手にラブレターを手渡す練習をするチャーリー・ブラウン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ピーナッツ」原画（部分）1985 年 2 月 10 日 

 

2. チャーリー・ブラウンがサマーキャンプで出会って一目惚れしたペギー・ジーン。 

分不相応の恋の行方は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ピーナッツ」原画 1990 年 8 月 10 日 

 

3. 「ピーナッツ」の連載開始当初から続く恋の名エピソードは、 

ピアノ越しのシュローダーへのルーシーの片想い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ピーナッツ」原画（部分）1953 年 5 月 30 日 
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4. 兄チャーリー・ブラウンの親友ライナスに恋したサリー。 

最初は照れていたライナスですが、やがてはつれない一方通行の恋へと変化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ピーナッツ」原画（部分）1960 年 8 月 26 日 

 

 

5. 謎の女の子リディアに恋したライナス。おじさんと呼ばれたり、偽名を教えられたり 

翻弄されるも、一言「ぼく彼女にメロメロなんだ！」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ピーナッツ」原画（部分）1986 年 6 月 17 日 

 

 

 

6. 突然結婚を宣言したスヌーピー。結婚式当日、ベストマンに指名した兄スパイクが花嫁と一緒に

駆け落ちしてしまう涙のエンディング。 

「ピーナッツ」原画 1977 年 8 月 9 日 
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・オリジナルムービー 

 

1. オープニングシアター 

「Love is Wonderful－恋ってすばらしい。」のテーマにあわせたオリジナルのアニメーション

を上映します。晴れ、曇り、風、雨など、気象現象を思わせる思い通りにならない恋模様を表

します。【制作：ロボット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ※画像はイメージです 

 

2. 恋シアター 

 ギャラリー最後のシアターでは、陽が落ち家に帰ったピーナッツ・ギャングたちが、 

恋する相手を星降る夜空に思い描く、ロマンティックなショートムービーを上映します。 

【制作：ロボット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※画像はイメージです 
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●「BROWN’S STORE」(ブラウンズストア)の新グッズ 

 

ミュージアムショップの「BROWN’S STORE」では、今回も展覧

会のリニューアルに合わせて新たなグッズが登場します。ニュー

グッズ約 200 点を加え、約 600 点ものオリジナルグッズを展開

いたします。 ※価格は税別 

 

1. コスメキッチン 

リップクリーム・ハンドクリーム・ 

ミニエコバッグのセット（2,900 円) 

リップクリーム (各色 1,000 円) 

ハンドクリーム（1,800 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10/7(土)より全国のコスメキッチンで 

「Love is Wonderful」をテーマにした 

連動アイテムを発売します。 

 

3. ニットクッション 

ファーロン／スヌーピー（各 3,800 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L.L.Bean「ボート・アンド・トート」 

Black／Red（各色M10,000円、S8,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ニットポーチ 

スヌーピー／ウッドストック／ファーロン 

（各2,600円） 
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5. スヌーピーキャンドル 

Pink／Red（各 1,500 円） 

 

 

6. ファイヤーキング（各 4,500 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「Cafe Blanket」(カフェブランケット)の新メニュー 

 

ライナスが愛する水色の「安心毛布」に由来する店名の通り、居心地

の良い空間が広がる「Cafe Blanket」でも、本特別展のテーマに合わ

せた「胸キュン」の新メニューをご用意いたします。 

営業時間：10：00～ 

座席数 ：108 席 

※価格は税別 

 

1. ルーシーとシュローダーのオープンサンド（1,630 円）【期間限定：2017/10/7～2018/1/14】 

 シュローダーに熱い愛の告白を続けるルーシーの片想

いをイメージした 2 つのオープンサンド。一つは、真っ赤

なピアノをイメージしたトマトとミートローフに、オリー

ブとカッテージチーズの組み合わせ。もう一つは、レモン

カスタードクリームやはちみつ、レモンにビスケットのサ

クサク食感を加え、甘酸っぱい恋を表現しました。キャロ

ットサラダ、ミネストローネ、コーンドック付き。 

 

 

2. サリーとトリュフのオープンサンド（1,630 円）【期間限定：2018/1/15～4/8】 

トリュフ狩りにでかけたライナスが出会った女の子ト  

リュフと、そこに現れたライナス一途のサリーとの、かわ  

いい恋の三角関係をイメージ。一つは、いちごクリームと 

ミックスベリーの甘酸っぱいサリーのオープンサンド。も 

う一つは、トリュフ香るマッシュポテトにパストラミビー 

フをのせたもの。ライナスはどっちが好み！？キャロット  

サラダ、ミネストローネ、コーンドック付き。 
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3. ライナスとかぼちゃ畑のワッフルボウル（1,280 円）【期間限定：2017/10/7～10/31】 

 「かぼちゃ大王」がおもちゃをもってきてくれると信じ、

かぼちゃ畑でじっと待つライナスをイメージしたハロウィ

ン限定のワッフルボウル。パンプキンクリームチーズに、ご

ろごろカボチャと紫芋のアイスをつめこみました。パンケー

キやさくさくココアビスケットと一緒に、美味しい組み合わ

せを楽しんでください。 

 

 

 

4. スヌーピーのサラダディッシュ（1,480 円） 

兄スパイクに婚約者をさらわれ中止となったスヌーピー

の結婚式。そのためにルーシーが作ったサラダをイメージし

た、カラフルで元気がでそうなサラダプレート。チキン、ア

ボカド、イエロートマト、ラズベリー、カッテージチーズが

のったサラダほうれん草に、メープルバルサミコ・ドレッシ

ングで味付けしたサラダと、ピーナッツバターとグレープジ

ャムのサンドウィッチをセットで。 

 

 

 

5. ブラウニー・チャールズの恋のサンデー（1,100 円） 

 一目惚れしたペギー・ジーンの前で、緊張のあまり自分の名前を「ブ

ラウニー・チャールズ」と言い間違えた我らがチャーリー・ブラウン

をイメージ。グラスをチャーリー・ブラウンのジグザグ模様でふちど

り、ブラウニー、ふわふわカスタードムース、いちご、中にはグラノ

ーラをいれて、かわいい恋模様を表現しました。 

 

 

 

 

6. シェアフロート -my sweet babboo-（1,100 円） 

 サリーと、「MY SWEET BABBOO」ことライナスの恋を

イメージ。カルピスのソーダにブルーハワイパイナップルゼ

リーとマンゴーゼリーを沈ませて、マーブル模様のアイスを

トッピング。仲良く一緒に飲みたがるサリーと困り顔のライ

ナスが思い浮かぶフロートです。 
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7. Happy Wedding! ローズヒップティー（880 円） 

 ハリエットとビルのウェディングシーンをイメージした、

甘酸っぱいローズヒップティー。ローズマリーやミックスベ

リー、レモンの入ったグラスに注げば、ほんのり華やかな香

りが楽しめます。カメラマンのウッドストックが、結婚式の

様子を撮影しているコミックがプリントされたマシュマロ付

き。マシュマロやハートチョコを溶かせば甘くて幸せな味わ

いにも。 

 

■プレミアムチケット販売（特製ダイアリー付）について 

2017/10/10 (火)から 2018/4/8(日)までの間に予約なしで入館ができるチケットを販売しま

す。スヌーピーやピーナッツ・ギャングがあちこちに遊ぶ、スヌーピーミュージアム特製の、デ

ルフォニックスのロルバーンダイアリーつき。 

名        称 ：プレミアムチケット（特製ダイアリー付） 

概     要 ：2017/10/10 (火)から 2018/4/8(日)までの間に予   

約なしで入館ができるチケット。スヌーピーミュー  

ジアム特製デルフォニックスのロルバーンダイア    

リーつき。 

価        格 ：4,000 円（税込） 

販売開始日 ：2017/10/10 (火) 

販売予定場所 ：オフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」(全店)、 

公式オンラインショップ「おかいもの SNOOPY」  

特製ダイアリー（イメージ） 

*ご購入は、お一人様 5 点までとさせていただきます。 

*数量限定のため、売り切れの場合もございます。 

 

＜スヌーピーミュージアム特別展「Love is Wonderful－恋ってすばらしい。」詳細＞ 

●会  期： 2017 年 10 月 7 日（土）～2018 年 4 月 8 日（日）  

●休館日： 会期中無休 ※12 月 31 日～1 月 2 日を除く 

●時  間： 10:00～20:00（入場は 19:30 まで） 

●所在地： 東京都港区六本木 5-6-20  

東京メトロ六本木駅より徒歩 7 分、麻布十番駅より徒歩 10 分 

●入館料： 下記の通り（消費税込） 

区 分 一般 大学生 中学・高校生 4歳～小学生 

当日券 2,000円 1,400円 1,000円 600円 

前売券 1,800円 1,200円 800円 400円 

＊前売券はローソンチケットにて販売中です。 
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●スヌーピーミュージアム公式サイト：www.snoopymuseum.tokyo 
公式 Facebook：https://facebook.com/snoopymuseumtokyo/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/snoopy_m_tokyo 

 

■チャールズ M. シュルツ美術館とは 

正式名称はチャールズ M. シュルツ美術館&リサーチセンター(Charles M. Schulz Museum & Research 

Center)。世界最大の「ピーナッツ」原画コレクションを誇ります。2002 年に開館して以来、コミック・アートへの理解を

深める企画展示や教育プログラムを実施してきました。そのほか、シュルツ氏の生涯や多彩な作品、世界中の読者に

向けられた物語を紹介しています。 公式サイト http://schulzmuseum.org 

 

■「ピーナッツ」とは  

コミック「ピーナッツ」（原題：PEANUTS）は、1950 年 10 月 2 日にアメリカの 7 紙で連載がスタートしました。現在

も 75 ヵ国 21 の言語、2200 紙で掲載されており、2015 年に 65 周年を迎えました。「ピーナッツ」アニメーションは季

節の風物詩となり、商品は文字通りすべての流通チャネルを通して提供されています。「ピーナッツ」は、ポップカルチャ

ーのアイコンとして現代文化に多くの接点を持っています。Iconix Brand Group および Charles M. Schulz 

Creative Associates のジョイントベンチャーで設立された Peanuts Worldwide LLC (ニューヨーク)が権利元とし

て全世界でライセンスビジネスを展開しています。ソニー・クリエイティブプロダクツは、日本における「ピーナッツ」の独占エ

ージェント権を 2009 年 10 月に取得し、Peanuts Worldwide LLC のエージェントとして 2010 年より本格的にラ

イセンスビジネスを展開しています。本ミュージアムはチャールズ M. シュルツ美術館との共同事業として、ソニー・クリエ

イティブプロダクツが運営します。 

 

■関連 URL 

日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/ 

日本のスヌーピー公式 Facebook ページ「Snoopy Japan」  

https://www.facebook.com/SnoopyJapan 

日本のスヌーピー公式 twitter アカウント「Snoopy Japan」https://twitter.com/snoopyjapan 

 

■掲載原稿の確認をさせて頂けますようお願い致します。  

また必ず下記のクレジットを表記してください。 

© Peanuts Worldwide LLC （ 短縮形 © Peanuts ） 

 

■広報関係のお問い合わせ先：スヌーピーミュージアム PR 事務局 (フルハウス内)  

phone： 03-3478-3583      email： snoopy-pr@fullhouse.jp 

http://www.snoopymuseum.tokyo/
https://facebook.com/snoopymuseumtokyo/
https://twitter.com/snoopy_m_tokyo
http://schulzmuseum.org/
http://www.snoopy.co.jp/
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
https://twitter.com/snoopyjapan

