
芸能写真集・芸能人著作本

作者名 作品名 発行社・販売社・巻数・その他

山田宏一　山根貞男 女優　日本のこころ48

平凡社別冊太陽浦辺粂子、夏川静江、

山田五十鈴、轟由紀子、原節子、京マ

チ子、淡島千景、音羽信子、新珠三千

代、岸恵子、有馬稲子、若尾文子、浅

丘ルリ子、佐久間良子、岩下志麻、藤

純子、吉永小百合、栗原小巻、まだま

だ続く（飛ばした方々、すみません）

双葉十三郎 女優Ⅱ　日本のこころ49 平凡社別冊太陽

朝日新聞社 ああ銀幕の美女

①原節子②京マチ子③岸恵子④若尾文

子⑤吉永小百合⑥藤純子⑦浅丘ルリ子

由美かおるの「同棲時代」ポスターも

サンデー毎日別冊 女優（早田雄二コレクションより）

原節子、高峰三枝子、田中絹代、高峰

秀子、京マチ子、岸恵子、山本富士

子、有馬稲子、司葉子、岡田茉莉子、

岩下志麻、佐久間良子、若尾文子、浅

丘ルリ子、三田佳子、吉永小百合など

７０名
甦る名優たち戦後映画史

（松竹編、大映編、東映編、新東宝

編）

櫂書房

篠山紀信 日本の美女優

集英社現代日本写真集第６集（３４人

の女優、岩下志麻、竹下景子、十朱幸

代、大原麗子、加賀まりこ、藤村志

保、寺島純子が特にいい

佐藤忠男 永遠のマドンナ原節子のすべて 出版協同社

女優若尾文子 キネマ旬報社

映画情報セレクト 国際情報社

さよならキャンディーズ 勒文社

キャンディーズ卒業アルバム

キャンディーズ

ファイナルカーニバル

'78.4.4後楽園スタジアム完全収録

講談社週刊少年マガジン緊急増刊

野村誠一 川島なお美夢語り KKベストセラーズオリジナル版

清水清太郎 FSTENER川島なお美 ワニブックス

篠山紀信 川島なお美 小学館激写文庫

デビッド・ハミルトン 風吹ジュンＳＩＬＫ　ＷＩＮＤ 集英社週刊プライボーイ特別編集

池谷朗 吉沢京子写真集 集英社週刊プライボーイ特別編集

野村誠一 早乙女愛写真集 集英社週刊プライボーイ特別編集



芸能写真集・芸能人著作本

安達尊 沢口靖子デガジェ 扶桑社

篠山紀信 スター１０６人（1973年）

明星・プレイボーイ共同編集（野口五

郎、西城秀樹、郷ひろみ、小柳ルミ

子、天地真理、南沙織、等々）

平凡パンチ甦れ、ｚ

アイドルの時代

マガジンハウス復刻版（夏目雅子、秋

吉久美子、水沢アキ、山本リンダ、木

ノ内みどり、大場久美子、キャンデ

イーズ、斉藤慶子、由美かおる、アグ

ネス・ラム、相本久美子、ひし美ゆり

子、他）

長友健二 アグネスラム写真集 平凡パンチ復刻版

長友健二 ヤングアイドルナウ17アグネスラム 勒文社

長友健二 AGNES　LUM KKベストセラーズ

長友健二 アグネスラム、ハワイロケ敢行 アルファ東京出版部

長谷部宏 CMアイドル特集アグネスラム他 愛宕書房映画ファン

アグナスラム特集 愛宕書房映画ファン1976年7月臨時号

長友健二
アグネスラムひとりぼっちのメルヘ

ン
勒文社

篠山紀信
激写（アグネスラム美子が表紙冒頭

の２０ページを占める）
別冊 BIG ＧＯＲＯ

時裕志 宮崎美子写真集元気です 富士見書房フォトメモワール１－４

篠山紀信
激写（宮崎美子が表紙冒頭の２０

ページを占める）
別冊 BIG ＧＯＲＯ(2部用意)

篠山紀信 激写（昭和52年11月１日発行） 別冊 BIG ＧＯＲＯ

篠山紀信 135人の女ともだち 小学館ＧＯＲＯ激写スペシャル①

篠山紀信 紀信の表紙写真館１９７８－８８

朝日新聞社（週刊朝日の表紙女性）

P36の宮崎美子（学生）が懐かしい

２冊収納

篠山紀信 手塚理美四色の花火 小学館×２部

沢渡翔 手塚さとみ少女だった 小学館

篠山紀信 川上麻衣子暑い国夢の国生まれた国 小学館

池谷朗
スター青春グラフィティ

２０世紀を輝いた美女たち

吉永小百合、星由里子、佐久間良子、

岩下志麻、加賀まりこと始まり、中盤

で三田佳子・浅丘ルリ子が輝き、山東

昭子のレア写真に驚き、松本伊代で締

めくり（飛ばした方ごめんなさい）



芸能写真集・芸能人著作本

井ノ元浩二 後藤久美子はじめてみつめて 学習研究社

斉藤清貴 後藤久美子ラブストーリーを君に 近代映画社

薬師丸ひろ子 富士見書房フォトメモワール１－４

薬師丸ひろ子VISUAL MESSAGE

２１才の旅立ち
扶桑社

岡田有希子 近代映画社

岡田有希子あなたとふたりきり デラックス近代映画

ピンクレディーメモリアルブック 近代映画社

ピンクレディー特集号 近代映画社

ピンクレディーサマーファイア特大

号
近代映画昭和52年11月臨時増刊

野村誠一 早乙女愛写真集 週刊プレイボーイ特別編集

百恵・友和グラフ

山口百恵『絶唱』特集号 近代映画社

山口百恵『伊豆の踊り子』特集号 近代映画社

山口百恵婚約・引退記念号 近代映画社

桜田淳子写真詩集

ためらい恋する人へ
ワニブックス

稲越功一 浅野ゆう子 平凡パンチ臨時増刊

青野武雄 浅野ゆう子　素顔のままに 近代映画社映画の友特別編集

池谷朗 大場久美子写真集 映画ファン特別編集

半田也寸志 大場久美子写真集Kumiko 集英社ＰＬＡＹＢＯＹ日本版

篠山紀信 松田聖子five seasons 扶桑社

林秀次郎 聖子2年半の全記録 集英社明星特別編集

河合奈保子写真集再会の夏 月刊平凡マガジンハウス復古版

瀬志本邦彦
河合奈保子写真集PART4

奈保子インバンコク
近代映画増刊

黒坂了司
河合奈保子写真集ときめきのメッ

セージ
ワニブックスＫＫベストセラーズ

中森明菜写真集 近代映画増刊

中森明菜写真集VINGTANS ワーナーパイオニア

渡辺達生 中山美穂もう一度お騒がせ一生懸命 ワニブックス

小沢忠恭 菊池桃子白書

小沢忠恭 菊池桃子 ワニブックス

真島誠一

加藤徹

谷古宇正彦

三原順子写真集 廣済堂出版

野村誠一 三原順子写真集素顔 ワニブックス
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柴田なみぞう 石川ひとみ妖精の旅立ち ペップ出版

白石芳雄 相本久美子　片想い ワニブックスＫＫベストセラーズ

井ノ元浩二 佐野量子 ワニブックス

小沢忠恭
佐野量子あなたの背中を見つめなが

ら
ワニブックス

伊藤つかさSPECIAL２ 近代映画社

(南野）陽子をひとりじめ DELUXEマガジン

伊藤隼也 有森也実写真集夜想曲ノクターン 講談社

野村誠一 南野陽子生のまま天使風来 ワニブックス

南野陽子GREAT 講談社ＯＲＥ５周年特別編集

高瀬ゆうじ スケバン刑事愛のセーラー服戦士 バンダイ×２

スケバン刑事研究 ＢＡＮＤＡＩ

大松龍 南野陽子スケバン刑事Ⅱ写真集 白泉社

浅香唯・大西結花・中村由真

スケバン刑Ⅲ写真集少女忍法帖伝
ＢＡＮＤＡＩ

伊達邦彦
大西結花写真集ワクワク❝結花ラン

ド❞
辰巳出版

木村晴
和久井映見写真集エンドレス・マイ

イマジン
ワニブックス

清水清太郎 杉本彩写真集　彩 近代映画社

瀬志本邦彦 酒井法子LOVELYTIMES 近代映画社

荒木英仁 酒井法子写真集LET'SＮＯＲＩＰ 音楽専科社

荒木英仁 酒井法子夢冒険 学研

井ノ元浩二 酒井法子写真集White Girl ワニブックス

武藤義 酒井法子写真集AQUARIUS 近代映画社

三浦憲治 新田恵利写真集 近代映画社

河合肇
新田恵利写真集おニャン子クラブ卒

業フォトアルバム
フジテレビ出版

渡辺達夫 おニャン子パラダイス完璧版

野村誠一 千堂あきほマティエール パパラブックス

薮下修 千堂あきほ７1/2 ワニブックス

池谷朗 由美かおる妖精の舞踏 竹書房

野村誠一 宮沢りえ写真集Pour Amitie ワニブックス

野村誠一 宮沢りえ写真集Quelle Surprise ワニブックス（ビデオ付で販売された）

篠山紀信 宮沢りえ写真集Santa Fe 朝日出版社

夏目雅子 夏目雅子星花火 新潮社

秋山庄太郎他 夏目雅子写真集memoriesofMasako コスミックインターナショナル

田川清美 夏目雅子HIMAWARI 竹書房
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立木義浩 永遠の夏目雅子 宝島社

玉川清 あぶない危ない少女本田美奈子 ワニブックス

野村誠一 秋吉久美子写真集ひとひらの雪 マガジンハウス平凡パンチ臨時増刊

関口照生 大信田礼子 集英社週刊プレイボーイ特別編集

山根貞男

大木茂
女優石原真理子 芳賀書店

小沢忠恭 石原真理子　北岬 学研

荒木英仁
斉藤慶子　

春全開慶子とウェストコースト
愛宕書房映画ファン特別編集

河合肇 斉藤慶子　そして、ヴェニスと私 愛宕書房映画ファン特別編集×２

清水清太郎 武田久美子写真集JUST A GIRL ワニブックス

中山美穂アンビバレンス ワニブックス

清水清太郎 ＹＵＩドリーム 辰巳出版

野村誠一 浅香唯写真集ちょうど水晶 ワニブックス

野村誠一 浅香唯写真集CーGIRL ワニブックス

堤あおい 高岡早紀写真集 ＣＢＳソニー出版

中村昇 松本ちえこ写真集 集英社週刊プレイボーイ特別編集

サヨナラ夏

近代映画社特別編集

伊藤麻衣子表紙、中森明菜、河合奈保

子、松田聖子、早見優、堀ちえみ、松

本伊代らのまぶしい水着姿

エンドレスサマー

近代映画社

石川秀美、岡田有希子、松田聖子、河

合奈保子、伊藤麻衣子、中森明菜、荻

野目洋子、早見優、他

エンドレスサマーＰＡＲＴ２

近代映画社

岡田有希子、伊藤つかさ、荻野目洋

子、三田寛子、桑田靖子、他

渡辺達生 素足のアイドルたち３

小学館別冊BIGＧＯＲＯ

堀江しのぶ、岡田有希子、早見優らに

混じり、小林ひとみが入っている！
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真夏の少女たち　大胆水着コレク

ション

平凡出版

松田聖子、河合奈保子、柏原芳恵、松

本伊代、中森明菜、堀ちえみ、小泉今

日子、石川秀美、早見優、武田久美

子、伊藤つかさ、三田寛子、甲斐智恵

美、三原順子、新井董子、北原佐知

子、水野きみこ、伊藤麻衣子、斉藤慶

子、森尾由美、可愛かずみ、原田知世

週刊平凡芸能界この20年アルバム 平凡出版S41年1月10日臨時増刊

平凡　元気にさよなら マガジンハウス

稲越功一

若い五月のスターたち

松田聖子、三原順子、浅野温子、杉

田かおる、真行寺君枝

朝日新聞社

秋山庄太郎

マイク岡田　三好弘一

スコラ創刊号（古手川祐子、岡江久

美子、田中好子、斉藤慶子）
講談社昭和57年4月22日発行

川人忠幸、国吉紀行、

矢木隆一

スコラ（三原じゅん子、夏目雅子、

吉永小百合、原田知世）
講談社昭和59年5月24日発行

篠山紀信

石渡男

島田清

明星７月増刊号❝デッカイ❞

集英社

表紙の天地真理、野口五郎、郷ひろみ

に加え麻丘めぐみ、森昌子、アグネス

チャン、フォーリーブス、南沙織、

GARO、小柳ルミ子、三善英史、栗田

ひろみ、桜田淳子

77ヤング・アイドル＆ＣＭガール特

集号

集英社週刊プレイボーイ特別編集

まぶしい水着、夏目雅子、キャン

ディーズ、手塚さとみ、大場久美子、

香坂みゆきに感激　ナンシー、白木葉

子

週刊プレイボーイＳ５１年３６号

１７才片平なぎさ　園まり
集英社

週刊プレイボーイＳ５２年２８号

アグネスラム　ジャネット八田
集英社

週刊プレイボーイＳ５５年４８号

高瀬春奈　夏麗子
集英社

週刊プレイボーイＳ５６年７号

秋吉久美子アフリカロケ
集英社

週刊プレイボーイＳ５６年８号

浅野温子初ヌード　甲斐智恵美
集英社
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週刊プレイボーイＳ５６年１４号

浅野ゆう子　石川ひとみ
集英社

週刊プレイボーイＳ５６年２４号

三原順子　桂木あや
集英社

週刊プレイボーイＳ５６年３４号

石川ひとみ　マリー・ミキ
集英社

プレイボーイGalMate81 集英社

プレイボーイGalMate82 集英社

プレイボーイGalMate83 集英社

プレイボーイGalMate85 集英社

スーパーアイドル／スター

豪華写真集1983

愛宕書房

松田聖子、柏原芳恵、松本伊代、中森

明菜、堀ちえみ、早見優、三田寛子、

北原佐知子、斉藤慶子、薬師丸ひろ

子、川島なお美、ＭＩＥ、大場久美

子、岡田奈々、岡崎友紀、坂上味和、

夏木マリ、中村晃子、ミミ荻原、中島

はるみ、三田佳子、五月みどり、池波

志乃、岩下志麻

園田俊明 女子高生１０１にん’87年最新版 双葉社

９２１人の女友達 学研ＭＯＭＯＣＯ特別編集

美保純寺島まゆみ 平凡パンチ別冊

豊田雅彦 美保純写真集　時の物語 辰巳出版

石原裕次郎写真集 日活株式会社特別編集

裕次郎と日活アクション
平凡社20世紀のビッグスタア２

小林旭・渡哲也と写った吉永小百合

さらば石原裕次郎 勒文社

石原まき子監修 石原裕次郎写真集 主婦と生活社２０世紀の昭和史

ありがとう美空ひばりさん
平凡　永久保存版

裕次郎・力道山・大鵬との対談含む

愛蔵版美空ひばり 朝日新聞社

藤井秀喜 八代亜紀写真集 双葉社

蘇った永遠のスター

外国映画ブロマイド６０年
朝日新聞社アサヒグラフ

郷ひろみスペシャル 近代映画社

郷ひろみ特集号 近代映画社別冊近代映画

井村邦章 田原俊彦写真集メルヘン 集英社

エルビス・プレスリー緊急特集版 近代映画社スクリーン臨時増刊
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SIMON＆GARFUNKEL

JAPAN　TOUR　1982
ＫＹＯＤＯ

淀川長治

平岡正明　佐藤重臣
マリリン・モンロー 芳賀書店シネアルバム1

山田宏一 ブリジッド・バルドー 芳賀書店シネアルバム2

南俊子 オードリー・ヘプバーン 芳賀書店シネアルバム5

南俊子 アラン・ドロン 芳賀書店シネアルバム6

小森和子 ジェームズ・ディーン

芳賀書店シネアルバム7

淀川長治、三島由紀夫、石原慎太郎、

近藤正臣、河野基比呂と記述者が凄い

山田宏一 ジェーン・フォンダ 芳賀書店シネアルバム8

山田宏一　梶原和男 スティーヴ・マックィーン 芳賀書店シネアルバム９

筈見有弘 ゲーリークーパー 芳賀書店シネアルバム10

山田宏一
グレタ・ガルボ

マレーネ・ディートリッヒ
芳賀書店シネアルバム12

山田宏一

宇田川幸洋

ダスティン・ホフマン

ロバート・レッドフォード
芳賀書店シネアルバム13

梶原和男 ジュリアーノジェンマ 芳賀書店シネアルバム15

三谷宏次　梶原和男 クリント・イーストウッド 芳賀書店シネアルバム16

筈見有弘　福田千秋 ヴィヴィアンリー 芳賀書店シネアルバム17

筈見有弘 エリザベス・テーラー 芳賀書店シネアルバム18

日野康一 ブルース・リー 芳賀書店シネアルバム26

筈見有弘 ソフィア・ローレン 芳賀書店シネアルバム27

筈見有弘 クラークゲーブル 芳賀書店シネアルバム28

梶原和男 ドミニク・サンダ 芳賀書店シネアルバム29

梶原和男 ジャン＝ポール・ベルモンド 芳賀書店シネアルバム30

宮田洋一 キャンディス・バーゲン 芳賀書店シネアルバム31

増渕健　三谷宏次 ジョンウェイン 芳賀書店シネアルバム33

梶原和男 クラウディア・カルディーナーレ 芳賀書店シネアルバム35

日野康一 マーロン・ブランド 芳賀書店シネアルバム47

筈見有弘　福田千秋 イングリッド・バーグマン 芳賀書店シネアルバム48

三谷宏次 ピーターフォンダ 芳賀書店シネアルバム49

日野康一 ロミー・シュナイダー 芳賀書店シネアルバム55

梶原和男 ロバートデニーロ 芳賀書店シネアルバム61

三谷宏次 ダスティンホフマン 芳賀書店シネアルバム63

ケイリー・グラント 芳賀書店シネアルバム68

渡辺祥子 テータムオニール緑園の少女 芳賀書店シネアルバム69

筈見有弘 ヘンリー・フォンダ 芳賀書店シネアルバム93

芳賀書店シネアルバム97



芸能写真集・芸能人著作本

梶原和男 ハリソンフォード 芳賀書店シネアルバム99

筈見有弘 ジェラード・フィリップ 芳賀書店シネアルバム106

梅本洋一 フランソワ・トリュフォー 芳賀書店シネアルバム115

武市好古 ウディ・アレンの時代 芳賀書店シネアルバム122

芳賀書店シネアルバム130

Audrey Hepburn parragon Inc.

松本きより ブルースリー伝説 銀河出版

日野康一 闘魂ブルース・リー
芳賀書店デラックスカラーシネマアル

バム２

ブルース・リー死亡遊戯ワイド特集

号
近代映画社スクリーン特別増刊

アランドロンSpecial 近代映画社JUMBOスクリーン

キネマ旬報1985年上旬

夢千代日記特集
キネマ旬報社

キネマ旬報1985年下旬

ビルマの竪琴特集
キネマ旬報社

エマニエル夫人 日本ヘラルド映画社

石原裕次郎 わが青春物語 マガジンハウス

小椋佳 おくればせの自己紹介 日本放送協会出版

野添ひとみ 浩さんがんばったね 講談社

秋吉久美子 つかのまの久美子 青春出版社

中森明菜 気になる視線 ワニブックス青春ベストセラーズ

河合奈保子 夢・１７歳・愛 ワニブックス青春ベストセラーズ

榊原郁恵 郁恵の季節旅立ちは今 ワニブックス青春ベストセラーズ

大場久美子 素顔のままでさよならありがとう ワニブックス青春ベストセラーズ

大場久美子 恋の指定席 立風書房フォト・エッセイ

石川ひとみ 心魅かれて優しい風の口づけ ワニブックス青春ベストセラーズ

岡田有希子 瞳はヒミツ色 ワニブックス青春ベストセラーズ

堀ちえみ そっと夢見て ワニブックス青春ベストセラーズ

伊藤つかさ 見つめていてね ワニブックス青春ベストセラーズ

斉藤慶子 ひとり胸さわぎこの愛つかまえて ワニブックス青春ベストセラーズ

松本伊代 ハートともだち胸さわぎのとき ワニブックス青春ベストセラーズ

三原順子
片恋いのラブレターあなたに伝えた

い
ワニブックス青春ベストセラーズ

ジェームズ三木 松田聖子夏服のイブ 実業之日本社

寺島まゆみ

あびつ宜弘
さそわれ気分 リイド社

斉木弘吉 小林ひとみ写真集ヒロインの肖像 青人社

平田友二 小林ひとみ写真集魔性 辰巳出版



芸能写真集・芸能人著作本

神渡信平 小林ひとみ写真集茉莉花 大陸書房

大舞地静樹 イヴ TOUCH MR NOW ブックマン社

マイク岡田 Love　Eve 太陽図書

落合遼一 渡瀬ミク写真集　春かすみ 大陸書房

杉原美輪子 マドンナメイト

藤崎美都(瀧口裕美） マドンナメイト

鯨井康雄 小林ひとみ写真集 講談社スコラスペシャル16

落合遼一 渡瀬ミク写真集 講談社スコラスペシャル13

伊藤隼也 樹ますみ写真集 講談社スコラスペシャル22

神渡信平 小林ひとみ写真集 ピラミッド社写真文庫

神渡信平 林かづき写真集 ピラミッド社写真文庫

性感聖女５０人 ラン出版　
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ワニブックス（ビデオ付で販売された）


