
映画の里親第六回作品 Adopt-a-Film #6 9583 frames 239.58ft.（40frames/ft） 
漫画 ターチャンの海底旅行 無聲版 Ta-chan’s Trip Under the Sea 

作成：映画保存協会（2009.11.01） 

タイトル一覧［オリジナル］ 
 
01 （販売元ロゴ） 九ミリ半映画」不燃性フイルム 
02 （製作会社ロゴ） 政岡映画研究所作品 
03  （本編タイトル） 漫画」ターチャンの海底旅行」無聲版」政岡映画研究所」製作 
04  intertitle-01 ミーチャン」ごらん」鯨だ！ 
05 intertitle-02 どこに？ 
06 intertitle-03 あツ 飛魚だ！ 
07 intertitle-04 ようし」こんどは」逃がさない 
08 intertitle-05 これを」鯨にやろう 
09 intertitle-06 ごらん」鯨がもぐつたよ」僕たちももぐらう 
10 intertitle-07 おや」変な奴が」やって来たぞ 
11 intertitle-08 やあ」大蟹だ！ 
12 intertitle-09 やーい」この魚形水雷を」切って見ろ！ 
13 intertitle-10 わーい」行ってしまった 
14 intertitle-11 ミーチャン」散歩しやう 
15 intertitle-12 ミーチャン」ごらん」沈没船があるよ 
16 intertitle-13 だめだめ」かういう風に」飛ぶんだよ 
17 intertitle-14 ミーチャン」ここまでおいで 
18 intertitle-15 痛い！ 
19 intertitle-16 ターチャン」助けて……!! 
20 intertitle-17 ミーチャン」どこだ？ 
21 intertitle-18 ターチャン」たすけて!! 
22 intertitle-19 ターチャン」たすけて!! 
23 intertitle-20 おーい」龍王さまに」救援隊をたのむよ 
24 intertitle-21 やあ」避難信号だ 
25 intertitle-22 ターチャン」たすけて！ 
26 intertitle-23 大変だ 大変だ」みんな集まれ！ 
27 intertitle-24 待て̶」その戰爭は」この蛸入道に」まかせろ 
28 intertitle-25 目標」ノコギリ鮫の切つた船」蛸軍 射てツ！ 
29 intertitle-26 イタイッ!! 
30 intertitle-27 烏賊軍」煙幕展張!! 
31 intertitle-28 ミーチャン」助けに来たよ 
32 intertitle-29 さあ」はやく」はやく 
33 intertitle-30 こら」待てツ！ 
34 intertitle-31 おのれ」悪者め」この蛸入道の」腕うぃ見よツ！ 
35 intertitle-32 こら」ミーチャンを」はなせ！ 
36 intertitle-33 これでもか」これでもか 
37 intertitle-34 おのれ」チンピラ 
38 intertitle-35 わツ」手強いぞ！ 
39 intertitle-36 ターチャン」どうも たびたび」御馳走さま！ 
40 （エンドマーク） 終／ターチャンの」海底旅行」政岡映画研究所」製作 
41 （販売元ロゴ） 九ミリ半映画」不燃性フイルム 
42 （販売元ロゴ） BANNO 



映画の里親第六回作品 Adopt-a-Film #6 9583 frames 239.58ft.（40frames/ft） 
漫画 ターチャンの海底旅行 無聲版 Ta-chan’s Trip Under the Sea 

作成：映画保存協会（2009.11.01） 

タイトル一覧［英語］ 
 
01 （banno logo） 9.5mm safety film 
02 （production logo） Masaoka Eiga Kenkyujo 
03  （toptitle） Animation: Ta-chan’s Trip Under the Sea 
04  intertitle-01 Mi-chan, look, a whale! 
05 intertitle-02 Where? 
06 intertitle-03 Ah! A flying fish! 
07 intertitle-04 Well, you’re not getting away this time 
08 intertitle-05 Lat’s give it to the whale 
09 intertitle-06 Look, the whale ducked. Let’s follow him 
10 intertitle-07 Hey, something strange showed up 
11 intertitle-08 Good god, a huge crab! 
12 intertitle-09 Hey, try and cut this piscine torpedo if you can! 
13 intertitle-10 Oh goody, he’s gone 
14 intertitle-11 Mi-chan, let’s have a walk 
15 intertitle-12 Look, Mi-chan, there’s a sunken ship 
16 intertitle-13 No way, look, jump like this 
17 intertitle-14 Mi-chan, come up here 
18 intertitle-15 Ouch! 
19 intertitle-16 Ta-chan, help……!! 
20 intertitle-17 Where are you, Mi-chan? 
21 intertitle-18 Ta-chan, please help!! 
22 intertitle-19 HELP! Ta-chan!! 
23 intertitle-20 Hey, please ask Poseidon to send a rescue party 
24 intertitle-21 Wow, SOS distress signal 
25 intertitle-22 Ta-chan, help! 
26 intertitle-23 Oh, no! We’re in trouble. Come here, everyone! 
27 intertitle-24 Wait…… I’ll sort this war out 
28 intertitle-25 Target it the boat cut by the shark. Octopus army, fire! 
29 intertitle-26 Ouch!! 
30 intertitle-27 Squid army, lay smoke screen!! 
31 intertitle-28 I’m here to help you, Mi-chan 
32 intertitle-29 Hey, quick, quick 
33 intertitle-30 Oi, wait! 
34 intertitle-31 Hey you, look how strong my legs are! 
35 intertitle-32 Oi, let Mi-chan go! 
36 intertitle-33 Have you had enough? 
37 intertitle-34 You punk! 
38 intertitle-35 Wow, he’s strong 
39 intertitle-36 Thanks again, Ta-chan for another lovely meal! 
40 （endmark） The End/ Ta-chan’s Trip Under the Sea 
41 （banno logo） 9.5mm safety film 
42 （banno logo） BANNO 


