LINDA YAMAMOTO

山本リンダ
Profile
PERSONAL DATA

Home Town FUKUOKA
Blood Type O
SizeHigh 168cm
B 89cm W 61cm H 90cm

2018.5.1 現在

Biography
1962 年

ファッション雑誌『装苑』の専属モデルに合格。
少女ファッションモデルとしてデビュー。

1965 年

NHK『夢のセレナーデ』カバーガールに選ばれ、TV デビュー。

1966 年

9 月 20 日『こまっちゃうナ』
（ミノルフォン）で歌手デビュー。100 万枚を超える大ヒットになる。

1967 年

ニューヨーク、サンフランシスコなど全米６大都市で公演。『ジャパニーズ・ツィイギー』と反響を呼ぶ。
シングルも『ミニミニデート』など７枚をリリース。『こまっちゃうナ』でＮＨＫ「紅白歌合戦」初出場。

1968 年

ドラマ『てなもんや三度笠』
（ＡＢＣ）に初出演。
『帰らなくっちゃ』ほかヒット。シングル４枚リリース。

1970 年

ミュージカル『若草物語』（木馬座公演）に初出演。

1971 年

ドラマ『仮面ライダー』
（テレビ朝日）にレギュラー出演。キャニオンレコードに移籍。

1972 年

『どうにもとまらない』
『狂わせたいの』
『じんじんさせて』が大ヒット。日本歌謡大賞（放送音楽賞）
、
有線放送大賞（スター優秀賞）
、夜の有線放送大賞を受賞。ＮＨＫ「紅白歌合戦」出場。

1973 年

『狙いうち』『燃えつきそう』が引き続き大ヒット。ゴールデンアロー賞（グラフ賞）受賞。
ＮＨＫ「紅白歌合戦」出場。『ぎらぎら燃えて』
『きりきり舞い』とこの年シングル 4 枚リリース。

1974 年

『真赤な鞄』『奇跡の歌』
『闇夜にドッキリ』がヒット。ＮＨＫ「紅白歌合戦」出場。
『歌に愛を込めて』（実業の日本社）出版。

1976 年

デビュー10 周年記念リサイタル公演。

1979 年

ドラマ『スーパーガール』（テレビ東京）にレギュラー出演。
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1980 年

中南米のパナマ、ドミニカ親善コンサートを実施。

1982 年

ホテル・ニューオータニ・クリスタルルーム初レビュー。この年より１９９６年まで毎年。

1983 年

『ガラスの靴』(潮出版社)を出版。

ミュージカル『青春オンステージ』を全国公演。

長期レビューを公演。

ミュージカル『ローマで起こった奇妙な出来事』(薔薇座公演)に出演。
『マイウェイ・コンサート』全国ツアー実施。
1986 年

20 周年記念リサイタル『鏡の中の私』を公演。
（文化庁芸術祭参加）

1989 年

シャンソンの祭典『パリ祭』に初参加。淡谷のり子、石井好子らシャンソン界の大御所から絶賛を受け以
後現在まで毎年参加している。

1991 年

アルバム『ＨＯＵＳＥ LINDA』など５社からＣＤリリース。第三次リンダブームを巻き起こす。
日本レコード大賞（特別賞）
、歌謡ゴールデン大賞を受賞。ＮＨＫ「紅白歌合戦」出場。
デビュー２５周年記念レビューミュージカル『ミス・サイゴン』を赤坂コルトンブルーにて公演。

1992 年

シャンソンアルバム『ヴィーナス』発表。ゴールデンアロー賞(話題賞)受賞。
シャンソンコンサート『I LOVE PARIS』を年 5 回開催し、見せるシャンソンに挑戦。
『素顔のヴィーナス』
（東京新聞社）を出版。

1993 年

ドラマ『いちご白書』
（テレビ朝日）では安室奈美恵の母親役で出場。ミュージカル『ロックオペラ“ハムレ
ット”』に出演。X-JAPAN の Toshi ほか話題のロックミュージシャンなどと共演。中華人民共和国の旧正
月にあわせ、初の中国コンサートを開催、正月特別番組に出演。自然と平和と未来を見つめ、共に人生を
エンジョイしていくためのファンクラブ『リンダクラブ』を発足。クラブソング『Dear Friend』を発表。

1995 年

１２月より全国で３０周年記念コンサート『愛は限りなく』開催。1994 年 舞台『ＸＹ＋Ｚ』に出演。

1996 年

『ライブビデオ／愛は限りなく』を発売。同時に『終わりのないラブソング』を収録したＣＤ、カセット

『山本リンダの魅力』Ｑ盤発表。

を発売。
『チャレンジ歌バトル』
（テレビ東京系）レギュラー出演。
1997 年

シングル『夢はどこへいった』
（ＴＸ系アニメ「新・天地無用」主題歌）発売。
全国で３０周年記念コンサートツアー開催。また、８〜９月にはスイセイミュージカル『ＦＡＭＥ』でダ
ンス教師を熱演。

1998 年

4 月、30 周年コンサートツアーが終了。
（全国 125 ヶ所）9〜10 月、
『ＦＡＭＥ』再公演。また、11 月に
は日本と台湾の文化交流を含め、台北・台中・高雄の３都市でコンサート開催。

1999 年

3 月〜『山本リンダコンサートʼ99「感動は国境を越えて」
』を開催。秋には九州・沖縄にて『山本リンダ
ふれあいコンサート』開催。うがい薬『コロロＳＰ』（株）サラヤＣＭソング歌唱。

2000 年

2 月、東京ヒルトンホテル・ショーボートにて、レビューショー『山本リンダレビュー2000』開催。
3 月〜ロッテ『パイの実』のＣＭソングを歌唱。５月から『山本リンダコンサートツアー2000』開催。
9 月には、台中にて開催の台湾大震災復興１周年記念コンサートに出演。
うつみ宮土理プロデュース公演『３ＢＡＢＡＢＡ＋１』コンサートに参加。初バラエティー
コンサートに挑戦する！11 月、ジュニアロックミュージカル『長靴をはいたネコ』出演。

2001 年

１月、キディランドが山本リンダキャラクターグッズ＆ＣＤ『Great'70s Selection』を発売。
5 月、電撃的に結婚！10 月には歌手生活 35 周年を迎え、11 月から『山本リンダコンサートツアー2001』
開催。
12 月昨年好評だった『３ＢＡＢＡＢＡ＋１』コンサートが更にバージョンアップし東京・博品館劇場にて
公演。
また、本人の日頃からおこなっている健康と美容の事を１冊にまとめた生活お役立ち本『リンダスタイル
〜元気のひみつ〜』を刊行。

2002 年

ゲストに柴田理恵さんを迎え『山本リンダスペシャルライブ“愛・歌いつづけて”』を開催。

2004 年

パチンコに『CR リンダのどうにもとまらない』が登場。オリジナルとしては 12 年振りになる新曲『リン
ダ』を 5 月 26 日発売。☆１１月５日自叙伝『どうにもとまらない私』
（潮出版）を刊行。
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シャンソンアルバム『矢田部道一作品集 / ビーナスの誕生』レコーディング。
12 月〜『どうにもとまらない〜ノンストップ』CX 系アニメ『レジェンズ〜甦る竜王伝説』ED テーマと
して OA。
2005 年

☆1 月〜『アサヒ飲料 / ワンダ・ショット＆ショット』CM キャラクターとなる。
1 月 13 日『どうにもとまらない〜ノンストップ』発売。渋谷ＨＭＶにて発売記念イベント開催。
3 月、新歌舞伎座特別公演『夢であいましょう』（３月４日〜２２日）に出演。
5 月、40 周年記念曲『愛に生きて』発売。
7 月、アルバム『リンダ伝説〜愛に生きて』リリース。

2006 年

☆2 月〜5 月『歌手生活 40 周年記念コンサート〜愛に生きて』全国ツアー
12 月、エロカッコイイ・パチスロ『リンダの狙いうち』が登場。

2007 年

2 月 7 日：NHK ユアソング『真夜中のピエロ』発売。

2008 年

2 月 6 日『15 の B の指定席』発売
8 月〜 隔週連載「リンダのあなたのハートを狙い撃ち」スタート（週刊実話）
11 月 WAHAHA 本舗「ずっこけ一座の花道」特別出演（新宿サンモール、ほか）

2009 年

4 月 8 日『踊りましょッ！』発売
4 月 10 日〜19 日 未来劇場 presents「Chanter La Revue the 18」出演（博品館劇場）

2011 年

2 月 25 日〜27 日「45th Anniversary LIVE 〜愛ある未来へ〜」
（品川・ステラボール）
初のオリジナルブランド「LA LINDA」をプロデュース。
（株）愛しとーと「すらっと宣言」CM 出演。

2012 年

4 月 5 日「恋は花火か 地の雪か」（作詞：阿久悠 / 作曲：都倉俊一）をリリース。
第 2 次リンダブームを生んだ「どうにもとまらない」発売から 40 年。
ゴールデンコンビが甦った話題の新曲。

2013 年

私の愛する歌達・グッドシャンソンコレクション「Voca~Linda」愛 Special Songs 発売。

2015 年

D-LITE （from BIGBANG）
Encore!! 3D Tour [D-LITE DLive D’slove]
（国立代々木第一体育館）

2016 年

歌手生活 50 周年記念 セルフプロデュース・ベストアルバム
「山本リンダ / My life, My songs」 （ポニーキャニオン）発売。
歌手生活 50 周年記念コンサート
「My Life Songs〜感謝をこめて」
（中野サンプラザホール）開催。

2017 年

『JAPAN JAM 2017』
（千葉市蘇我スポーツ公園）
9mm Parabellum Bullet と共演。
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著書・出版
「歌に愛をこめて」（実業の日本社 1975 年）
「ガラスの靴」
（潮出版 1983 年）
「素顔のヴィーナス」
（東京新聞出版局 1992 年）
「リンダスタイル〜元気のひみつ〜」
（河出書房新社 2001 年）
「どうにもとまらない私」（潮出版 2004 年）

主な受賞
1972 年

日本歌謡大賞（放送音楽賞）
、有線放送大賞（スター優秀賞）
、夜の有線放送大賞

1973 年

ゴールデンアロー賞（グラフ賞）

1991 年

日本レコード大賞（特別賞）
、歌謡ゴールデン大賞

1992 年

ゴールデンアロー賞（話題賞）

その他

ポニーキャニオンよりゴールデンヒット賞、ゴールデンアルバム賞など多数受賞徳間ジャパンよりベスト
ヒット賞、ベストアルバム賞など多数受賞

コンサート

「LINDA in USA（New York, Los Angeles, Chicago, Seatle, San Francisco, Hawaii）
」（1967 年）
「山本リンダ

リサイタル」
（1968 年）

全国 Tour「LINDA On Stage」
（1972〜76 年）
「山本リンダ

日劇ワンマンショー」
（1973〜75 年）

「デビュー10 周年記念リサイタル」（1976 年）
「パナマ親善コンサート」「ドミニカ親善コンサート」
（1980 年）
全国 Tour「VIVA LINDA!VIVA PANAMA!!」
（1981 年）
全国 Tour「マイウェイ
「アダルト

コンサート」
（1983 年）

コンサートＶＯＬ.１」
（1983 年）

全国 Tour「LINDA WITH LOVE」（1984 年）
「アダルト

コンサートＶＯＬ.２」
（1984 年）

全国 Tour「LINDA ON STAGE」
（1985 年）
20 周年記念リサイタル「鏡の中の私（文化庁芸術祭参加作品）」
（1986 年）
全国 Tour「LINDA SONG FOR YOU」
（1987 年）
シャンソンコンサート「I LOVE PARIS」（1992 年）
シャンソンコンサート「I LOVE PARIS／LINDA in エディット・ピアフ」（1993 年）
中華人民共和国正月コンサート（1993 年）
30 周年記念コンサート「愛は限りなく」
（1996〜98 年）
台湾コンサート（台北、台中、高雄）
（1998 年）
山本リンダコンサートツアーʼ99「感動は国境を越えて」
（1999 年）
「ふれあいコンサート」
（1999 年）
山本リンダコンサートツアー2000「輝きの新世紀へ向けて」
（2000 年）
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台湾大震災復興 1 周年コンサート（2000 年）
35 周年記念山本リンダスペシャルライブ「愛・歌いつづけて」※ゲスト柴田理恵（2001 年〜2002 年）
歌手生活 40 周年コンサート〜愛に生きて全国ツアー（2006 年）
45th Anniversary LIVE 〜愛ある未来へ〜（品川・ステラボール 2011 年 2 月 25、26、27 日）
D-LITE（from BIGBANG）共演 Encore!! 3D Tour [D-LITE DLive Dʼslove]（国立代々木第一体育館）（2015）
歌手生活 50 周年記念コンサート「My Life Songs〜感謝をこめて」
（中野サンプラザホール）
（2016.6.1）
『JAPAN JAM 2017』9mm Parabellum Bullet と共演（千葉市蘇我スポーツ公園）
（2017.5）

主 な CD ア ル バ ム ・ ビ デ オ

「HOUSELINDA」（ポニーキャニオン 1991 年）
「山本リンダの魅力」Ｑ盤（ポニーキャニオン 1994 年）
「SEE YA!」
（ビクター 1991 年）
「鏡の中の私」
（20 周年記念）

◎オムニバス
「Smoke gets in your eyes」参加「LINDA」「CHAOS（カオス）」
（CBS ソニー1991 年）
「エル・ソル〜太陽の唄〜」プロモーションビデオ（CBS ソニー 1991 年）
「YAMAMOTO LINDA CLIB MIX」/「リンダがいっぱい」（徳間ジャパン 1991 年）
「ヴィーナス」
（テイチク 1992 年）
「ライブビデオ／愛は限りなく」（1996 年）
「ミノルフォンイヤーズ」（徳間ジャパン 2003 年）
「どうにもとまらないフィーバーリンダ」
「CR リンダのどうにもとまらない」サントラ
（ポニーキャニオン 2004 年）
「ゴールデンベスト」
（徳間ジャパン 2005 年）

◎1997 年〜シングル
「夢はどこへいった」パイオニア LDC（1997）
「リンダ」徳間ジャパン（2004）
「どうにもとまらない〜ノンストップ」（2005）
「愛に生きて」
（2005）
「真夜中のピエロ」（2007）
「15 の B の指定席」
（2008）
「踊りましょッ！」徳間ジャパン（2009）、他
私の愛する歌達・グッドシャンソンコレクション
「Voca~Linda」愛 Special Songs 発売（2013）
歌手生活 50 周年記念 セルフプロデュース・ベストアルバム
「山本リンダ / My life, My songs」
（ポニーキャニオン）発売（2016）

5

LINDA YAMAMOTO

舞台・レビュー

舞台「灰神楽荒神山」
（全国公演 1968 年）
ミュージカル「若草物語」（木馬座公演 1970 年）
ミュージカル「青春オン・ステージ」
（全国公演 1980 年）
レビュー「ニューオータニ・クリスタルルームショー」
（1982〜96 年）
ミュージカル「ローマで起こった奇妙なできごと」
（薔薇座公演 1983 年）
ミュージカル「女の平和 男の平和」（全国公演 1985〜1986 年）
レビュー「パリ・パナム」（博品館劇場 1985 年）
レビュー「All Jazz Bash」
（博品館劇場 1985 年）
レビュー「シャイニー・ストッキングス」
（博品館劇場 1986 年）
レビュー「ダンス・アタック」
（新宿シアターアプル 1987〜1989 年
レビュー「A SHOW GIRL」（赤坂コルトンブルー 1988 年）
舞台「母桜」（名古屋名鉄ホール、大阪中座、京都南座 1989 年）
25 周年記念レビューミュージカル「ミス・サイゴン」
（1991 年）
ミュージカル「遊びをせんとや生まれけん」
（新宿シアターアプル 1991 年）
舞台「オフ・ブロードウェイ作品“ヴァニティーズ”」（俳優座劇場 1991 年）
ミュージカル「ロックオペラ“ハムレット”」
（中野サンプラザ 1993 年）
舞台「XY＋Z」（新宿シアターアプル 1994 年）
ミュージカル「FAME」
（全国公演 1997〜1998 年）
レビュー「山本リンダレビュー2000」
（東京ヒルトン内ショーボート 2000 年）
「3BABABA＋1 コンサート」
（大阪サンケイホール 2000 年）
「スーパーBABABA コンサート」
（博品館劇場 2001 年）
「WAHAHA 本舗・ずっこけ一座の花道」
（新宿シアターアプル、他 2008 年）
未来劇場 presents「Chanter La Revue the 18」
（博品館劇場 2009 年 4 月）

有限会社リンダ・ミュージック・オフィス
〒160-0017 東京都新宿区左門町 21 ニュー信濃町ハイツ 307
TEL：03-5368-6468

FAX：03-5368-6478

山本リンダ・オフィシャルホームページ http://www.linda-yamamoto.com
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