
該当ページ ページ内位置 正 誤

J-01 中段白枠内 2016 年までオリックス・ブルーウェーブ、 2016 年までオリックス・ブルーウェーブス、

J-01 中段白枠内 マイアミ・マーリンズと 4 球団にわたり マイアミ・マリーンズと 4 球団にわたり

J-01 下段 1 当時シアトル・マリナーズに在籍 当時シアトル・マリーンズに在籍

J-01 下段 2 一躍ときの人となった 一躍ときの人となた

J-03 下段 1 ほか併せ 5 つのギネス世界記録を保持 ほかにも 5 つのギネス世界記録を保持

J-03 下段 4 FIFA 女子ワールドカップ FIF 女子ワールドカップ

J-03 下段 
（こんな記録もあるよ）

5 つのギネス世界記録を 6 つのギネス世界記録を

J-04 3 段目中 パラリンピックにおける車いすテニス（男

子）最多優勝記録

パラリンピックにおける車いすテニスシングル

ス（男子）最多連勝記録

J-07 上段右 
（最大の田んぼアート）

記録：27,195㎡ 記録：27,195 k㎡

J-10 上段右 6 
（最速ドリフト走行）

正しい写真 反転した写真

J-13 2 段目 2 記録名：最も速い 100m 四足走行 記録名：最も速い 100m 四速走行

J-14 中段右 7 
（最大のパッケージ賞品ピラミッド）

正しい写真 反転した写真

J-16 上段左 5 
（1 チームが 1 時間でつくる最も長い紙の輪っか）

正しい写真 異なる写真

P99 下段 
（最大のモンスタートラック）

長さ 9.8m のシンシティ・ハスラーを 長さ 9.7m のシンシティ・ハスラーを

P244 下段左 
（最も長いロールケーキ）上

千葉（まるで囲った文字） 東京（まるで囲った文字）

P244 下段左 
（最も長いロールケーキ）下

東京（まるで囲った文字） 千葉（まるで囲った文字）

P244 下段右 
（最も長い指切りチェーン）

正しい写真 異なる写真

P245 2 段目左 
（人が集まってつくった最大のもみじの葉）

長野（まるで囲った文字） 愛知（まるで囲った文字）

P246 下段 
（紙飛行機を同時に作った最多人数 - 単独会場）

記録数：1,720 人 

挑戦者：Aisin Group

記録数：1,942 人 

挑戦者：4NOLOGUE. Co. Ltd

P247 2 段目右 
（手でハートの形をつくった最多人数）

記録数：970 人 

挑戦者：Isetan Mitsukoshi Group

記録数：3,665 人 

挑戦者：Total Swiss International Group

P247 下段左 
（人が集まってつくった最大の車の形）

記録数：424 人 

挑戦者：Tacti Corporation

記録数：1,309 人 

挑戦者：Best Freight

P247 下段右 
（麺が入ったボウルをつなげた最も長い列）

記録数：ボウル 3,150 個 記録数：ボウル 3,105 個

P249 最後のおまけ 

上部右

すぐに自宅やお庭で試してみよう。※写真

は記録にチャレンジしているところです。

すぐに自宅やお庭で試してみよう。

正誤表
本誌「ギネス世界記録 2017」におきまして、下記の通り間違いがございました。
読者の皆様ならびに関係者の皆様に御迷惑をおかけしたことを、心よりお詫びして訂正いたします。



こんな記録
もあるよ！

MLB初出場からの最多連続出場試合／
松井秀喜選手…518試合
2003年から2006年の間、当時、ニューヨーク・ヤンキースに
在籍していた松井秀喜選手は、大リーガーとしてデビューして以
来、518試合に連続出場するという記録を打ち立てている。

プロ野球における連続フルイニング出場／
金本知憲選手…1,492試合連続
1999年7月21日から2010年4月17日までの間に、広島カー
プと阪神タイガースで活躍した金本知憲選手は、1イニングも欠
けることなく、1,492試合連続出場を成し遂げている。

4 5 6

2 31

イチロー選手が達成したほか6つのギネス世界記録 Rob Foldy／getty images 

プロ野球での通算最多安打数・・・4,257本プロ野球での通算最多安打数・・・4,257本プロ野球での通算最多安打数・・・4,257本
1992年から2016年までオリックス・ブルーウェーブ、シアトル・マリナーズ、1992年から2016年までオリックス・ブルーウェーブ、シアトル・マリナーズ、1992年から2016年までオリックス・ブルーウェーブ、シアトル・マリナーズ、
ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズと4球団にわたり、つねに大活ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズと4球団にわたり、つねに大活ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズと4球団にわたり、つねに大活
躍をしてきたイチロー選手。2016年6月15日、その彼がパドレス戦において躍をしてきたイチロー選手。2016年6月15日、その彼がパドレス戦において躍をしてきたイチロー選手。2016年6月15日、その彼がパドレス戦において
放った4,257本目のヒットが、通算安打数、世界最多となり（日本のプロ野球、放った4,257本目のヒットが、通算安打数、世界最多となり（日本のプロ野球、放った4,257本目のヒットが、通算安打数、世界最多となり（日本のプロ野球、
アメリカのメジャーリーグ）、ギネス世界記録に認定された。英語での正式記アメリカのメジャーリーグ）、ギネス世界記録に認定された。英語での正式記アメリカのメジャーリーグ）、ギネス世界記録に認定された。英語での正式記
録名は、"Most base hits in career - Professional baseball "。録名は、"Most base hits in career - Professional baseball "。録名は、"Most base hits in career - Professional baseball "。

こんな記録
もあるよ！

MLB初出場からの最多連続出場試合／
松井秀喜選手…518試合
2003年から2006年の間、当時、ニューヨーク・ヤンキースに
在籍していた松井秀喜選手は、大リーガーとしてデビューして以
来、518試合に連続出場するという記録を打ち立てている。

プロ野球における連続フルイニング出場／
金本知憲選手…1,492試合連続
1999年7月21日から2010年4月17日までの間に、広島カー
プと阪神タイガースで活躍した金本知憲選手は、1イニングも欠
けることなく、1,492試合連続出場を成し遂げている。

4 5 6

メジャーリーグにおけるルーキー
最多安打…242本
メジャーリーグというのは誰もが認める世界最
高峰の野球の舞台。2001年、当時シアトル・マリ
ナーズに在籍していたイチロー選手は、1年目か
ら242本という安打を放ち、ジョー・ジャクソン選
手の記録を塗り替えることになった。1911年に
打ち立てられ、90年間、破られることのなかった
大記録を打ち破ったのだ。

メジャーリーグにおける
1シーズン最多安打…262本
ルーキーとしての活躍をみせた後、一躍ときの人と
なったイチロー選手は、2004年に、また世界を驚
かせるような記録を打ち立てた。1シーズンのみで
262本もの安打を記録したのである。同記録の前
記録保持者は、ジョージ・ハロルド・シスラー選手で
あった。

2 31

イチロー選手が達成したほか6つのギネス世界記録 Rob Foldy／getty images 

こんな記録
もあるよ！

Q 長年にわたり、女子レスリング55キロ級の王者として君臨し
てきた吉田沙保里選手は、全部でいくつのギネス世界記録をもっ
ている？

A「レスリング女子オリンピック&世界選手権 連続優勝回数」、
「レスリング女子 オリンピック金メダル 最多獲得数」ほか、５つ
のギネス世界記録を保持している。

7大会連続でオリンピックに出場した葛
西紀明選手は、長く続けてこられた大きな理由
について、「負けたくない」という気持ちだったと
話す。ほか併せ5つのギネス世界記録を保持。

澤穂希選手は、最多出場の記録に加えて、
「FIFA女子ワールドカップ決勝戦においての
最も遅い時間帯でのゴール（117分）」という記
録も保持している。
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こんな記録
もあるよ！

Q 長年にわたり、女子レスリング55キロ級の王者として君臨し
てきた吉田沙保里選手は、全部でいくつのギネス世界記録をもっ
ている？

A「レスリング女子オリンピック&世界選手権 連続優勝回数」、
「レスリング女子 オリンピック金メダル 最多獲得数」ほか、５つ
のギネス世界記録を保持している。
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3
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12

Q 競歩の鈴木雄介選手は、「競歩20km最速記録」をもつ。その記
録は、1時間16分36秒。以前の世界記録を何秒更新しての達成だっ
たか？

A 2015年3月15日に石川県で開催された陸上全日本競歩能美大
会において、それまでの世界記録を26秒も更新し、1時間16分36
秒でゴールした。

7
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8
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9

12

記録名： 

記録：  
記録保持者：
認定日：      

パラリンピックにおける車いす
テニス （男子）最多優勝記録
2回
国枝慎吾
2012年9月8日

J-01
中段白枠内

J-01
下段 1・2

J-03
下段 1・4

J-03
下段
（こんな記録もあるよ）

J-04
3 段目中

本誌「ギネス世界記録 2017」におきまして、間違いがございました。
以下に該当箇所を訂正したものを記します。
読者の皆様ならびに関係者の皆様に御迷惑をおかけしたことを、心よりお詫びして訂正いたします。

※印刷するさいは「拡大率 100％」にて印刷してください。

お詫びと訂正



最も速い磁気浮上式鉄道リニア車両「L0系」の時速1

3

2

4

こんな記録
もあるよ！

Q 2013年8月9日に、「はじめて宇宙に行った寄り添いロボット」の
記録を達成した「キロボ（KIROBO）」。キロボを宇宙へと運んだ宇宙
ステーション補給機の名称は？

Aキロボは2013年8月4日、こうのとり4号機に乗って地球を
出発。同9日に国際宇宙ステーションへ到着した。「地上から一
番高い場所で対話をしたロボット」の記録も同時に達成。

記録名： 最大の田んぼアート
記録： 27,195 m2  
記録保持者：田んぼアート米づくり体験事業推進協議会
認定日： 2015年9月8日

J-07
上段右

6

Q 2005年6月6日に「最高齢の単独無寄港世界一周航海」を達成
したのは、1934年1月7日生まれのヨットマン、斉藤 実。達成時の
年齢は？

A 愛艇の「酒呑童子 II世」で、5万km、233日間におよぶ単独ヨッ
ト世界一周を行った斉藤 実。帰港しギネス世界記録に認定された際、
71歳だった。

記録名： 最速ドリフト走行
記録： 時速304.96km 
記録保持者：川畑真人が運転する日産「GT-R」
認定日： 2016年3月3日

J-10

上段右 6
（最速ドリフト走行）

こんな記録
もあるよ！

Q 2010年11月15日、岡山県のおかやま山陽高校、自動車科
の生徒が製作したMIRAIが、「最も車高の低い車」に認定された。
車高は何cm？

A 高校生が製作した電機自動車（EV）のMIRAIは、地面から
車の一番高い地点までで45.2cm。生徒が授業で身に付けた
技術を結集し、製作された。もちろん走行可能だ。

記録名： 最も速い100m四足走行
記録： 15.71秒 
記録保持者：いとうけんいち
認定日： 2015年11月6日

7

Q「一会場で同時に折り鶴をつくった最多人数」は、2016年3月
26日に愛知県の名古屋ドームで達成された775人。25分間の記
録挑戦で折られた鶴の数は？

A 775人の参加者たちが25分間で折った鶴の数は、合計3,231
羽。名古屋に本社を置く朝日インテック株式会社が主催したイベント
だった。

記録名： 最大のパッケージ
商品ピラミッド

記録： 5万7,155個 
記録保持者：日清食品株式会社
認定日： 2015年9月18日

J-13
2 段目 2

J-14
中段右 7
（最大のパッケージ商品ピラミッド）



初の法医解剖
殺された疑いのある貴族の捜査で、イタリアの医者、バルトロメーオ･ダ･バリグニャーナが

初の法医解剖を行った。彼はのちにほかの法医解剖も行うことになる。

最大のアイスクリームスクープ
ディミトリ･パンチェーラ（イタリア）は2015年9月20日、イタリア、フォルノ･ディ･ゾ
ルドで、長さ1.95m、幅58cm、深さ17cmのアイスクリームスクープをつくった。

最大のモンスタートラック
ブラッドとジェン･キャンベル（ともにアメリカ）は長さ

9.8mのシンシティ･ハスラーを製作。2014年7月10

日、アメリカ、アリゾナ州で高さ3.6m、重量6,800kg

と計測された。最大出力750kWのエンジン搭載だが

12人乗りの車体は重く、最高時速は約72.4km。この

モンスターを運転するのは、ラス･マン(アメリカ)。

年
号
で
見
る

チャレンジャーズ・スマイル Vol.2

同時に掃除機を使った
最多人数（単一会場）

同時に花束を渡して受け取った
ペア最多

人が集まってつくった
最大のもみじの葉

彫ったかぼちゃを並べた最長の列

最も長いロールケーキ

東京

東京

千葉

記録数：292 人
挑戦者：Panasonic Corporation and 
TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.

記録数：539 ペア
挑戦者：Fukuyama City Centennial 
Celebration Promotion Committee

記録数：365.42m
挑戦者：Executive Committee of 
Mobara Tanabata Festival

最も長い指切りチェーン東京
記録数：1,343 人
挑戦者：Pfi zer Japan Inc. Global 
Established Pharma

折り紙の星でつくった
最大のモザイクアート

記録数：折り紙の星 5,033 個
挑戦者：the employees of the tenants of buildings managed 
by Mitsui Fudosan Building Management Co.,Ltd.

1時間にキャスターボードで
100mリレーした最多人数

記録数：325.23m
挑戦者：Azusa Daiichi High School

東京

広
島

記録数：94 人
挑戦者：Koayu Junior High School

神奈
川

世界一に挑戦した勇者たちの笑顔は、記録にも負けず輝かしいものでした。
※現在の記録もありますが、更新されてしまった記録も混在して紹介させていただいております。

244   チャレンジャーズ・スマイル

5

7 8

6

Q 兵庫県の神戸市で2013年5月19日、第43回 神戸まつりの一
環として「南京玉すだれをする人の最大パレード」が行われ、ギネス
世界記録に達成された。参加人数は？

A 日本南京玉すだれ協会が主催したこのイベントには272人が参加
し、約1kmの距離を南京玉すだれを披露しながら練り歩いた。

記録名： 1チームが1時間でつくる最も長い紙の輪っか
記録： 3,142.15m 
記録保持者：東京都町田市　多摩モノレール　町田方面

延伸促進協議会
認定日： 2015年11月7日

P99
下段

P244
下段左

J-16
上段左 5
（1チームが 1時間でつくる最も
長い紙の輪っか）



チャレンジャーズ・スマイル Vol.3

連続してフットサルの
ペナルティキックをした最多人数

同時に食べさせ合ったペアの最多組数

手首をつないだ人の最も長い列

紙飛行機を同時に作った最多人数（単独会場）

最大のだるまさんが転んだ

神奈
川

神奈
川

愛
知

福
岡

福
岡

記録数：2,211 人
挑戦者：Kama City Merger 10th 
Anniversary Events Citizen Committee

記録数：931 人
挑戦者：Shonan Bellmare 
Futsal Club

記録数：694 ペア
挑戦者：Aso Juku

記録数：740 人
挑戦者：PIA Festa Executive Committee

記録数：1,720 人
挑戦者：Aisin Group

ドリンクコースターでつくった
最大のモザイクアート

記録数：81.45 m²
挑戦者：Junior Chamber International Tochigi

栃
木

世界一に挑戦した勇者たちの笑顔は、記録にも負けず輝かしいものでした。
※現在の記録もありますが、更新されてしまった記録も混在して紹介させていただいております。

246   チャレンジャーズ・スマイル

チャレンジャーズ・スマイル Vol.2

同時に掃除機を使った
最多人数（単一会場）

同時に花束を渡して受け取った
ペア最多

人が集まってつくった
最大のもみじの葉

彫ったかぼちゃを並べた最長の列

最も長いロールケーキ

東京

東京

千葉

記録数：292 人
挑戦者：Panasonic Corporation and 
TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.

記録数：539 ペア
挑戦者：Fukuyama City Centennial 
Celebration Promotion Committee

記録数：365.42m
挑戦者：Executive Committee of 
Mobara Tanabata Festival

最も長い指切りチェーン東京
記録数：1,343 人
挑戦者：Pfi zer Japan Inc. Global 
Established Pharma

折り紙の星でつくった
最大のモザイクアート

記録数：折り紙の星 5,033 個
挑戦者：the employees of the tenants of buildings managed 
by Mitsui Fudosan Building Management Co.,Ltd.

1時間にキャスターボードで
100mリレーした最多人数

記録数：325.23m
挑戦者：Azusa Daiichi High School

東京

広
島

記録数：94 人
挑戦者：Koayu Junior High School

神奈
川

世界一に挑戦した勇者たちの笑顔は、記録にも負けず輝かしいものでした。
※現在の記録もありますが、更新されてしまった記録も混在して紹介させていただいております。

244   チャレンジャーズ・スマイル

P244
下段右

P246
下段
（紙飛行機を同時に作った最多人数 - 単独会場）

連続して流し麺をキャッチした最多人数

最多人数で鳴らすパーティークラッカー

人が集まってつくった
最大のもみじの葉

マスコットが1分間に行う
ハイタッチ最多回数

彫ったかぼちゃを並べた最長の列

東京

長崎

北海
道

記録数：1,944 人
挑戦者：Honda Motor Co., Ltd. 
Saitama Factory Musashinokai

記録数：2,311 人
挑戦者：Hitachi, Ltd., Information & 
Telecommunication Systems Company

大
阪

神奈
川

記録数：1,537 人
挑戦者：Nissan Osaka Sales., Ltd.

記録数：404 人
挑戦者：Minowa Town

挑戦者：Nikko City

記録数：110 人
挑戦者：Shinkamigoto Town

記録数：51 回
挑戦者：Barista Kun

記録数：かぼちゃ2,015 個
挑戦者：Eniwa Happy Halloween 
Executive Committee

長
野 栃木

埼
玉
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P245
2 段目左



手でハートの形をつくった最多人数

同時に飲料缶を開けた最多人数

麺が入ったボウルをつなげた
最も長い列

メキシカンウェーブを続けた
最長時間

人が集まってつくった最大の車の形

千葉

愛
知

兵
庫

福
岡

記録数：ボウル 3,150 個
挑戦者：Kokura Yaki Udon World 
Record Attempt Executive Committee

記録数：970 人
挑戦者：Isetan Mitsukoshi Group

記録数：17 分 14 秒
挑戦者：Tube and their fans

記録数：1,149 人
挑戦者：Career Consulting Co., Ltd

記録数：424 人
挑戦者：Tachi Corporation

シールでつくった
最大モザイクアート

記録数：180.775m²
挑戦者：LOTTE Co., Ltd.

埼玉
1時間にチームでつくった
最長の紙のチェーン
（チーム）

記録数：3,142.15m
挑戦者：Committee For Promoting 
Tama Intercity Monorail Extension 
to Machida City

東京

東京
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6

8

切手やスプーン、糸にビーズといった、家庭にあるもので挑戦さ切手やスプーン、糸にビーズといった、家庭にあるもので挑戦さ
れた記録を紹介するよ。特別な準備は何もいらない。ちょっとしれた記録を紹介するよ。特別な準備は何もいらない。ちょっとし
た遊び心があればOK！　広い場所も必要ないから、思い立った遊び心があればOK！　広い場所も必要ないから、思い立っ
たらすぐに自宅やお庭で試してみよう。※写真は記録にチャレンジしているところです。※写真は記録にチャレンジしているところです。

Q ディニッシュ・シブナス・ウパディヤヤ（インド）は2015年1月2日、
インドのマハーラーシュトラ州、ムンバイにて、「3分間に食べたぶど
う最多数」を達成。その数とは？

A ディニッシュが3分間に食べたぶどうの数は、205粒。ディニッシュ
はほかにも、「口に詰め込んだぶどう最多数」（88個）の記録なども保
持している。

P247
2 段目右
（手でハートの形をつくった最多人数）

P247
下段左
（人が集まってつくった最大の車の形）

P247
下段右
（麺が入ったボウルをつなげた最も長い列）

P249
上部右
最後のおまけ




