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当カタログに掲載の商品は…… 
・個別にご契約頂けます。 

・教育・研究を目的とした、大学等の学術研究機関の 
法人契約のみ可能です。 

・商業利用を目的とした契約、個人での契約はできません。 
・収録コンテンツを契約機関の外部に向けた展示、出版、 
放送等に用いることは、利用規約により禁じられています。 
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高級女性ファッション誌Vogue（ヴォーグ）のアメリカ版の、1892年の創刊号より最新号までの全ページ
を高精細フルカラーイメージで完全収録します。広告もすべて刊行時のままに収録しています。 

 Vogueは世界でもっとも影響力をもつ女性ファッション誌のひとつで、1世紀以上に渡って最新のモー

ドとモダンカルチャーを取り上げてきました。ファッションにとどまらず、近代アメリカの社会と文化、価値
観や道徳の変容を、女性の視点から映し出す貴重な記録です。 

Vogue Archive 
高精細フルカラー画像でヴォーグ誌を創刊号から完全電子化 

収録年代：1892年（創刊号）～現在（最新号を
毎月アップデートします。） 

※冊子体の刊行との間に、データ化のための
若干のタイムラグが生じる場合があります。 

 

収録形式：フルカラー高精細イメージで全ペー
ジを収録。カバー、広告等を含みます。 

 

検索機能：3種類の検索が可能です。 

• 画像検索： 誌面に掲載されているすべての画像

に詳細な索引を付与しており、画像を検索でき
ます。検索で指定のできる項目は「ファッション
アイテム」「ブランド」「素材」「色」「トレンド」「デザ
イナー」「被写体（モデル）」「写真家」などです。 

• 全文検索 ：全ページ・全記事がOCRで全文検索
できます。 

• 索引検索：記事ごとに索引を付与しており、記事
タイトル、年代等で検索ができます。さらに記事
の種類を索引で分類しており、「広告」「表紙」
「ファッション・ショット」など、記事の種類を指定
して検索ができます。 

契約形態：年間購読ないし恒久アクセスライセ
ンス（買い切り）。後者はご購入時に必要な買い
切り料金のほか、毎年サービス維持料金のお
支払いが必要です。 

 

 

130年近い歴史をもつVogueの誌面をほぼ全て

収録した貴重な資料です。詳細な検索機能を
備え、紙媒体では困難だった複雑な調査を可
能にします。 

 

  独自の画像検索機能によってビジュアル面

からのアプローチを容易にし、新たな視点での
調査を強力にサポートします。 

 

  



Vogueは世界でもっとも成功している高級ファッ
ション誌といわれます。 1892 年にマンハッタン
で社交界向けの週刊誌として創刊され、1909 

年にコンデナスト社に買収されたことで高級
ファッション誌へと大きく生まれ変わり、今日に
至っています。 

 

 モダニズムの先駆者でもあるココ・シャネルか
ら、性別を越えたファッションを提唱したジャン・
ポール・ゴルチェなど、 女性のファッションの変

遷を如実に反映しており、ファッション史の資料
としてきわめて重要です。 表紙デザインや誌面
ビジュアルには、1920年代の著名なイラスト

レーター、ジョルジュ・ルパプやジョージ・ウル
フ・プランク、 モダニズム運動の影響を強く受け

たヘレン・ドライデンやエドゥアルド・ベニートを
はじめとする数々の画家が登場し、 1930 年代
以降はホルスト・P・ホルストやアーウィン・ブル

メンフェルド、デビッド・ベイリーやテレンス・ドノ
ヴァンといった 写真家の作品を掲載して、新た

なファッション写真の発信源としても注目を集め
ました。 

 

 また、Vogueには20世紀の著名な思想家や政

治家、ジャーナリスト、作家が寄稿しており、彼
らの投稿記事・報道写真記事・文学作品などを
読むことができます。 文学ではケイト・ショパン、

イーヴリン・ウォー、ウラジーミル・ナボコフ、
カースン・マッカラーズら20世紀を代表する作家
らの短編やエッセー、 政治ではウィンストン・

チャーチルやバートランド・ラッセルによる投稿
記事、リー・ミラーによる戦時中の報道写真記
事、 ポップ・カルチャーではマレーネ・ディート

リッヒやビートルズから、二コール・キッドマン、
ビヨンセ、レディ・ガガまで、時代を代表するス
ターを取り上げ、一方でジャックリーン・ケネディ
やミシェル・オバマといったファーストレディの特
集記事もしばしば掲載しています。 

3つの検索機能を活用した検索例 

• ファッション研究…”Wedding”,”Bride”の語を含

む記事を検索し、ウェディングドレスの歴史を
見ることができます。 

• ブランド研究…「ブランド」欄でブランド名を指
定して画像検索を行い、そのブランドがVogue

に出している広告、そのブランドのアイテムが
取り上げられている記事を抽出、時代による
ブランド・イメージの変遷を追うことができます。 

• 表象…「トレンド」の索引項目に”Kimono”を指

定して画像検索し、アメリカ人のもつ着物への
イメージの変遷を探ることができます。 

• 写真…洗練された完璧な構図と美しく個性的

な女性像で高く評価されている写真家ホルス
ト・P・ホルスト（1906-1999）は、戦前から長い
間 Vogueを舞台に活躍しました。「写真家」の
索引項目を利用して、Vogueに掲載されたホ

ルストの全ての写真を検索で抽出することが
できます。 

 

 

こんな研究にご利用ください 

ファッション史、ファッション・マーケティング、服
飾デザイン・造形、ファッションと社会、ジェン
ダー、身体論、写真、ポップ・カルチャー、文学、
歴史、社会 など 

 

 

 

 

 

 

 



Vogue Italia Archive 
創刊以来の全号・全ページを高解像度フルカラー画像で収録 

契約形態：年間購読ないし恒久アクセスライセ
ンス（買い切り）。後者はご購入時に必要な買い
切り料金のほか、毎年サービス維持料金のお
支払いが必要です。 

 

 

イタリア版Vogueは、1964年*にファッション業界

誌として創刊、やがてアルバート・ワトソン、ヘ
ルムート・ニュートン、リチャード・アベドンなどの
著名な商業写真家を採用して消費者向けの性
格を強め、現在では各国版のVogueのうち最も
芸術性の高いエディションとして知られています。 

  トレンドやランウェイから業界の最新情報まで、

ハイ・ファッションの多様な話題を提供、また、
芸術、映画、文学、音楽、料理、建築、デザイン、
美容、健康、旅行など、読者の関心に応える
様々なトピックをカバーします。 

 

*1950年創刊の雑誌Novitaを買収し、1964年よ
りVogue Italiaと改名。本データベースでは1964
年以降を収録。 

Vogue Italia（イタリア版Vogue）を創刊号(1964年）から最新号まで収録するデータベースです。  

Vogue Italiaは世界各国で出版されているVogueのなかでも特に影響力の大きい、著名なエディションで
す。 Vogue Italiaの最大の特長はその国際性で、印刷版のほぼ半分がイタリア国外で販売されていま
す。 「この雑誌の真の言語はビジュアルイメージである」という編集方針のもと、ビジュアルを優先した
誌面づくりをしています。 

収録年代： 1964年（創刊号）～現在（最新号を
毎月アップデートします。） 

※冊子体の刊行との間に、データ化のための
若干のタイムラグが生じる場合があります。 

 

収録形式：フルカラー高精細イメージで全ペー
ジを収録。カバー、広告等を含みます。 

 

検索機能：全文検索 (OCR) と記事単位の索引

検索が可能です。広告を含むすべてのページ、
記事が検索できます。 

記事ごとに索引を付与しており、記事タイトル、年
代等で検索ができます。さらに、記事の種類を索
引で分類しているので、 「広告」「表紙」「ファッショ

ン・ショット」「インタビュー」など、記事の種類を指
定した検索ができます。 



Harper’s Bazaar Archive 
アメリカ本誌とイギリス版を高解像度フルカラー画像で電子化 

収録年代  

アメリカ版（本誌）： 1867年（創刊号） ～現在（最
新号を毎月追加収録します。） 

※冊子体の刊行との間に、データ化のため若
干のタイムラグが生じる場合があります。 

 

イギリス版：1929年（創刊号）～2015年 

※イギリス版にはデータの追加はありません 

 

収録形式：フルカラー高精細イメージで全ペー
ジを収録。カバー、広告等を含みます。 

 

検索機能：全文検索 (OCR) と記事単位の索引

検索が可能です。広告を含むすべてのページ、
記事が検索できます。 

 記事ごとに索引を付与しており、記事タイトル、
年代等で検索ができます。さらに、記事の種類
を索引で分類しているので、 「広告」「表紙」

「ファッション・ショット」「インタビュー」など、記事
の種類を指定した検索ができます。 

 

契約形態：年間購読ないし恒久アクセスライセ
ンス（買い切り）。後者はご購入時に必要な買い
切り料金のほか、毎年サービス維持料金のお
支払いが必要です。 

 

Harper’s Bazaar（ハーパーズ・バザー）のアメリカ版（本誌）とイギリス版を収録するデータベースです。
ファッション、ジェンダー、身体表象、広告、 近現代の物質文化と社会的規範の変化など、19世紀半ば
以降のアメリカとイギリスの文化研究にユニークな資料を提供します。  

Harper’s Bazaarは、1867年に創刊され、現在ま

で続くアメリカの著名な月刊女性ファッション雑
誌です。 
 

ファッション、インテリア、手芸などの記事を掲
載する雑誌として始まり、現在はリアル・クロー
ズと高級ファッションの両方に焦点を当ててい
ます。 創刊から10年後の1870年代には早くも
発行部数8万部に達し、現在に至るまで多くの
女性読者に支持されてきました。  
 

 かつてデザイナーのノーマン・ノレルが「写真
家の雑誌」と評したように、写真家やグラフィッ
ク・デザイナーを重用する編集方針を取り、誌
面の洗練された美しさでも高い評価を得ていま
す。当データベースにより、 Harper’s Bazaarの
約150年分、350万ページに及ぶデータに初め
て自在にアクセスできるようになりました。 
 
 Harper’s Bazaar は世界各国で異なるエディ

ションが出版されています。当データベースで
は、アメリカ本誌に加えて、イギリス版を創刊号
から2015年まで収録します。イギリス版Harper’s 
Bazaarはロンドンとパリのファッション・ シーンと、

イギリスの上流階級の社交生活に焦点をあて
ています。 



Women’s Wear Daily Archive 
アメリカの歴史ある女性ファッション業界紙を初めて完全電子化 

Vogue Archiveとあわせてご検討ください 

女性モード誌VogueとWomen’s Wear Dailyは、 

ほぼ同じ時代にアメリカで刊行され、それぞれ
異なる角度からファッションを取り上げる雑誌で
す。 

 消費者向けの一般誌であるVogueが、ファッ

ションショーで発表されるコレクションラインを中
心にブランドが発信するイメージに焦点を当て
ているのに対して、業界紙であるWomen’s 
Wear Dailyは実際の消費の場により近い視点

でファッションを取り上げており、互いを参照す
ることで調査・研究の視野を拡大します。同時
契約で便利な横断利用ができます。 

収録年代 ：1910年（創刊号）～現在 （既刊分を
年に2回アップデート） 

 

収録形式：フルカラー高精細イメージで全ペー
ジを収録。カバー、広告等を含みます。 

 

検索機能：全文検索 (OCR) と記事単位の索引

検索が可能です。広告を含むすべてのページ、
記事が検索できます。 

 

契約形態：年間購読ないし恒久アクセスライセ
ンス（買い切り）。後者はご購入時に必要な買い
切り料金のほか、毎年サービス維持料金のお
支払いが必要です。 

 

こんな研究にご利用ください 

ファッション史、ファッション・メディア、ファッショ
ン・ビジネス、マーケティング、服飾デザイン・造
形、ファッションと社会、ジェンダー、身体論など 

 

Women’s Wear Daily は、1910年に創刊され現在まで続くアメリカの日刊のファッション業界新聞です。

最新の話題、トレンドから流通、小売りなどのビジネス情報まで、世界のファッション業界に関する
ニュースや知見を豊富な画像とともに伝え、ファッションに関するすべての研究に貴重な資料を提供し
ます。 



ファッション研究、女性研究のための雑誌アーカイブ 

American Periodicals Series 
18世紀から20世紀初頭までにアメリカで出版さ
れた定期刊行物を約1,100誌・700万ページ収
録するデータベースです。 

 Godey' Lady’s Bookなど、19世紀に女性向け

の雑誌が興隆した時代の貴重な女性誌を多数
収録します。当時のファッションの流行が分か
るファッション・プレートや型紙のほか、家政、 

マナー、手芸、小説など、当時のアメリカ女性の
関心事を広く調査することができます。 

 

 

British Periodicals;  
Collection 1, 2 
17世紀から20世紀初期にイギリスで刊行された
雑誌約470誌を収録するデータベースです。 

 19世紀を中心に、女性向けの雑誌のほか、 

中産階級から上流階級の市民の関心事やライ
フスタイルのわかる一次資料を豊富に収録して
います。 

 

 

 

 

当カタログに掲載の商品は、いずれもIPアドレ

ス認証、全キャンパス利用、リモートアクセス可、
同時アクセス数無制限です。 

The GQ Archive 
男性ファッション・スタイル誌「GQ」 のアメリカ本
誌を1931年の創刊号から最新号まで初めて完
全電子化しました。 

 近代アメリカ、男性文化、ジェンダー研究のユ
ニークな資料です。 

 

 

Women‘s Magazine Archive; 
Collection 1 
Ladies’ Home Journalをはじめするアメリカの著
名な女性雑誌6誌を、創刊号から2005年まで収
録するデータベースです。 

 女性と家族、家政、ファッション、消費、職業、
権利、戦争、育児など、近代アメリカにおける 

女性と社会の関わりについての資料として、
ジェンダー、メディア、社会史、文化史研究など
さまざまな分野でご活用頂けます。 

 

収録タイトル、収録範囲 

• Ladies’ Home Journal (1883年～2005年) 

• Better Homes & Gardens (1922年～2005年) 

• Good Housekeeping (1885年～2005年) 

• Redbook (1903年～2005年) 

• Parents (1926年～2005年) 

• Chatelaine (1928年～2005年) *当タイトルのみ 
 カナダの雑誌です。 

 

 

ProQuest社の提供する英米の雑誌のデジタル・アーカイブをご紹介します。 
お問い合わせは販売総代理店 紀伊國屋書店 デジタル情報営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp まで 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/pqaps/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/bp1and2/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/bp1and2/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/bp1and2/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/gq/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/womens-magazine-1/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/womens-magazine-1/
mailto:pqhelp@kinokuniya.co.jp

