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第Ⅰ章　異国の香り　　Fragrances in Foreign Countries

古代の土器・陶器・石製容器　　Ancient Earthenware, Pottery, and Stone Containers

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

1 彩文注酒器形香油壺 前10世紀 キプロス h8.3

2 刻文把手付香油壺 前6－5世紀 キプロス h12.3

3 赤絵式アリュバロス香油瓶 前7世紀 ギリシア h10.2

4 コリント式把手付香油壺 前7世紀 ギリシア h5.8

5 彩絵把手付香油壺 前6世紀 ギリシア h11.5

6 赤絵式注酒器形香油壺 前450年 ギリシア h6.8

7 赤絵式把手付香油瓶 前6世紀 ギリシア・アッティカ h24.8

8 細頸香油瓶
前4世紀―2世
紀

東地中海沿岸域 h12.5

9 アラバスター製筒形香油瓶 前3世紀 東地中海沿岸域 h19.3

古代オリエントのガラス製容器　　Glass Containers from the Ancient Orient

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

10 コホル瓶と青銅製ピン 前5－4世紀 東地中海沿岸域 h5.7

11 両手付香油壺 前6－４世紀 東地中海沿岸域 h6.8

12 両耳付筒形香油瓶 前4－3世紀 東地中海沿岸域 h13

13 長頸香油瓶 1－3世紀 東地中海沿岸域 h7.2

14 長頸香油瓶 1－3世紀 東地中海沿岸域 h15.3

15 長頸香油瓶 1－3世紀 東地中海沿岸域 h11.5

16 フラスコ形香油瓶 1－3世紀 東地中海沿岸域 h12.7

17 マーブル文長頸香油瓶 1世紀 東地中海沿岸域 h7.4

18 突起装飾香油瓶 2－3世紀 東地中海沿岸域 h11.2

19 長頸香油瓶 1－3世紀 東地中海沿岸域 h13.7

20 筒形香油瓶 1－2世紀 東地中海沿岸域 h3.7

21 筒形香油瓶 1－2世紀 東地中海沿岸域 h4.1

22 長頸香油瓶 3－4世紀 東地中海沿岸域 h4.2

23 長頸香油瓶 3－4世紀 東地中海沿岸域 h3.8

24 長頸香油瓶 1－2世紀 東地中海沿岸域 h2.7

25 型吹人面付香油瓶 3－4世紀 東地中海沿岸域 h7.7

26 型吹ねじり装飾香油瓶 4－5世紀 東地中海沿岸域 h14.5

27 両手付紐巻装飾長頸瓶 3－5世紀 東地中海沿岸域 h9.2



28 把手付二連瓶 4－5世紀 東地中海沿岸域 h8.2

29 把手付香油瓶 3－4世紀 東地中海沿岸域 h10

30 両手付香油壺 1－2世紀 東地中海沿岸域 h8.8

31 両手付紐巻装飾香油瓶 4－6世紀 東地中海沿岸域 h8.9

32 紐巻装飾香油瓶 2－3世紀 東地中海沿岸域 h9.8

33 型吹なつめ形香油瓶 1世紀 東地中海沿岸域 h6.5

34 型吹斑点文香油瓶 2－3世紀 東地中海沿岸域 h8.8

35 カット装飾香油瓶 9－10世紀 イラン～中央アジア h5.5

36 二重円圏カット装飾香油瓶 9－10世紀 イラン～中央アジア h7.8

37 鹿形香油瓶 7－8世紀
アフガニスタン～中央
アジア

h12.0

イスラーム世界　　The Islamic World

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

38 青釉香炉 12－13世紀
イラン～アフガニスタ
ン

h9..3

39 青銅製三足香炉 11－12世紀 イラン～中央アジア h16.5

携帯用の香水瓶　　Portable Perfume Bottles

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

40 ボタン文ペイズリー形香水瓶 17世紀 イタリア h8.2

41 赤色ガラス香水瓶 18世紀 フランス h12.8

42 青色ガラス金彩草花文香水瓶 18世紀 イギリス h9.0

43 青色ガラス金彩草文香水瓶 18世紀 フランス h11.6

44 エナメル草花文香水瓶 18世紀 ビルストン イギリス h8.3

45 エナメル風景文香水瓶 18世紀 ビルストン イギリス h9.0

46 エナメル人物文香水瓶 18世紀 イギリス h3.8

47 風景文香水瓶 19世紀 イギリス h7.2

48 人物文香水瓶 19世紀 ドイツ h5.9

49 聖人文香水瓶 19世紀 フランス h3.7

50 風景人物文香水瓶 19世紀 フランス h7.7

51 カットガラス望遠鏡付香水瓶 19世紀 フランス h5.5

52 カットガラス望遠鏡付香水瓶 19世紀 フランス h5.2

53 カットガラス角杯形香水瓶 19世紀 イギリス h11.5

54 レースガラス縞目文香水瓶 19世紀 イタリア h5.8

55 白磁短剣形香水瓶 19世紀 イギリス h14.3

56 桐鳳凰文鎖付香水瓶 19世紀後半 日本 h27.0

57 銀製オニックス象嵌香水瓶 19世紀 フランス h5.3

陶磁器製の小さな香水瓶　　Small Ceramic Perfume Bottles

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)



58 色絵香水瓶「若い娘を背貟う修道士」 18世紀 マイセン ドイツ h9.0

59 色絵香水瓶「恋人たち」 19世紀 マイセン ドイツ h8.2

60 色絵香水瓶「アルルカン」 19世紀 マイセン ドイツ h7.4

61 色絵香水瓶「狩人」 19世紀 マイセン ドイツ h7.6

62 色絵香水瓶「子犬」 19世紀 マイセン ドイツ h7.5

63 色絵勿忘草文貼付香水瓶（一対） 19世紀 マイセン ドイツ h9.0

64 色絵雅宴文香水瓶 19世紀 マイセン ドイツ h10.2

65 色絵鳥文香水瓶ケース 18世紀 ドイツ h13.6

66 エナメル風景文香水瓶ケース 18世紀 ドイツ h15.7

67 色絵雅宴文香水瓶ケース 18世紀 ドイツ h16.8

68 色絵天使文香水瓶 20世紀初頭
ベルリン王立
磁器製陶所

ドイツ h10.5

69 色絵香水瓶「木の実を採る親子」 18世紀 チェルシー イギリス h9.3

70 色絵香水瓶「アルルカン」 18世紀 チェルシー イギリス h8.6

71 女神天使文香水瓶 18世紀後半 ウェッジウッド イギリス h11.2

72 天使文香水瓶 18世紀後半 ウェッジウッド イギリス h6.8

73 色絵香水瓶「キューピッド」 19世紀 サムソン フランス h7.8

74 色絵香水瓶「乗馬」 19世紀 サムソン フランス h8.1

75 すみれ文香水瓶 20世紀初頭
ロイヤル コペ
ンハーゲン

デンマーク h8.9

76 ラスター彩婦人文香水瓶 1920-30年 日本陶器 日本 h15.0

77 ラスター彩花鳥文香水瓶 1920-30年 日本陶器 日本 h15.3

78 草花文ポプリポット 18世紀 セーブル フランス h25.0

79 色絵金彩唐草文透彫ポプリポット 19世紀初頭
ロイヤル クラウ
ン ダービー

イギリス h21.5

80 色絵金彩透彫ポプリポット 19世紀
ロイヤル ウー
スター

イギリス h14.0

ボヘミアン・ガラスの香水瓶　Bohemian Glass Perfume Bottles

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

81 青色ガラス金彩草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h13.1

82 被せガラスエナメル金彩花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h27.2

83 被せガラスエナメル金彩花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h22.5

84 赤色被せガラスエナメル金彩人物文香水瓶 19世紀 ボヘミア h23.3

85 被せガラス草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h15.5

86 ガラス葡萄文香水瓶 19世紀 ボヘミア h22.7

87 ガラス彩草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h17.6

88 被せガラス水玉文香水瓶 19世紀 ボヘミア h5.5

89 被せガラス金彩草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h16.0

90 青色ガラス鹿文香水瓶 19世紀 ボヘミア h19.6

91 赤色ガラス犬文香水瓶 19世紀 ボヘミア h18.0

92 青色ガラス金彩草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h17.0

93 赤緑ガラス金彩草花文香水瓶 19世紀 ボヘミア h19.0



アール・ヌーヴォーとアール・デコの香水瓶　　Art Nouveau and Art Deco Perfume Bottles

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

94 木蓮文香水瓶 1898年 エミール・ガレ フランス h15.0

95 草花文香水瓶 1900年頃 エミール・ガレ フランス h22.2

96 アネモネ文香水瓶 1904年頃 エミール・ガレ フランス h23.3

97 百合文香水瓶 1900年頃 ドーム兄弟 フランス h12.3

98 花蝶文香水瓶、パウダー容器 1900年頃 フランス
香水瓶h18.3　パウダー容
器h4.6

99 矢車菊文香水瓶 1900年頃 ドーム兄弟 フランス h11.2

100 風景文香水瓶 1900-10年頃 ドーム兄弟 フランス h7.4

101 幾何学文香水瓶 1920年頃 オーストリア h13.4

102 幾何学文香水瓶 1920年頃 オーストリア ｈ11.2

103 幾何学文香水瓶 1920年頃 オーストリア h10.6

104 幾何学文香水瓶 1920年頃 オーストリア h14.5

105 幾何学文アトマイザー香水瓶 1920年頃 オーストリア h12.2

106 幾何学文香水瓶 1920年頃 オーストリア h12.5

107 鳳凰文香水瓶、化粧容器、アトマイザー香水瓶 1920年頃 オーストリア
香水瓶h13.3　アトマイザー
h12.7　容器h5.5

108 幾何学文香水瓶セット 1930年頃 カール・バルダ オーストリア
香水瓶（大）h18.8　（小）
h13.8　アトマイザーh13.4

109 赤色ガラス滴文香水瓶 1920年頃
レッツ・ヴィット
ヴェ工房

オーストリア h15.0

110 赤色ガラスエナメル草花文アトマイザー香水瓶 1930年頃 ドイツ h15.1

ルネ・ラリック　　René Lalique

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

111 香水瓶「アンブル・アンティーク」 1910年 ルネ・ラリック コティ フランス h15.6

112 香水瓶「レフルール」 1912年 ルネ・ラリック コティ フランス h10.9

113 香水瓶「アンブル」 1911年 ルネ・ラリック ドルセー フランス h13.3

114 香水瓶「ドルセーの騎士、フランスの花、ドル
セーの名声」

1920年 ルネ・ラリック ドルセー フランス 香水瓶h8.3　箱h9.8

115 アトマイザー香水瓶 1924年 ルネ・ラリック
マルカ・エ・バルデ
ル

フランス h15.8

116 アトマイザー香水瓶「人物像　No.2」 1924年 ルネ・ラリック
マルカ・エ・バルデ
ル

フランス h12.7

117 香水瓶「蝶々」 1911年 ルネ・ラリック フランス h6.2

118 香水瓶「二人の人物」 1912年 ルネ・ラリック フランス h13.6

119 香水瓶「シダ」 1912年 ルネ・ラリック フランス h9.6

120 香水瓶「ユーカリ」 1919年 ルネ・ラリック フランス h13.6

121 香水瓶「りんごの花」 1919年 ルネ・ラリック フランス h13.7

122 香水瓶「ジェイソー」 1927年 ルネ・ラリック フランス h9.8

123 香水瓶「牧神の花束」 1925年 ルネ・ラリック ゲラン フランス h9.7

124 香水瓶「美しい季節」 1925年 ルネ・ラリック ウビガン フランス h14.2

125 香水瓶「カランダル」 1937年 ルネ・ラリック モリナール フランス h11.7

126 香水瓶「では、またそのうちに」 1929年 ルネ・ラリック ウォルト フランス h10.9



127 香水瓶「では、またそのうちに」 1929年 ルネ・ラリック ウォルト フランス h7.5

128 香水瓶「光に向かって」 1926年 ルネ・ラリック ウォルト フランス h 10.7

129 香水瓶「薔薇」 1937年 ルネ・ラリック ウォルト フランス h10.3

130 香水瓶「夜に」 1924年 ルネ・ラリック ウォルト フランス h10.6

131 香水瓶「いちずな願い」 1944年 マルク・ラリック ウォルト フランス h16.2

132 香水瓶「喜びの心」 1942年 マルク・ラリック ニナ・リッチ フランス h14.1

香水メーカーの香水瓶　　Perfume Bottles for Perfume Manufacturers

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

133 香水瓶「道化」 1923年
ポール・ポワレ
/ジュリアン・
ヴィアール

ロジーヌ フランス h15.0

134 香水瓶「ラムセスⅡ世」 1928年 サンルイ ビシャラ フランス h24.4

135 赤白被せガラス香水瓶 19世紀 バカラ フランス h21.7

136 香水瓶「シプル」 1917年 バカラ コティ フランス h12.0

137 香水瓶「アストリス」 1927年 バカラ ピヴェール フランス h11.8

138 香水瓶「リュ」 1929年 バカラ ゲラン フランス h8.3

139 香水瓶「ロシアの革」 1947年頃 バカラ ゲラン フランス h9.5

140 香水瓶「僕はミス・ディオールのものです」 1957年 バカラ
クリスチャン・ディ
オール

フランス h17.4

141 香水瓶「ミス・ディオール　赤」 1948年 バカラ
クリスチャン・ディ
オール

フランス h17.5

142 香水瓶「ミス・ディオール　白」 1948年 バカラ
クリスチャン・ディ
オール

フランス h17.5

143 香水瓶「ミス・ディオール　青」 1948年 バカラ
クリスチャン・ディ
オール

フランス h17.5

144 香水瓶「太陽王」 1945年 バカラ スキャパレリ フランス h16.3　箱h22.7

145 香水瓶「パリの宵」 1928年 ブルジョワ フランス h5.2　箱h9.7

146 香水・オーデコロン・白粉セット「パリの宵 」 1928年 ブルジョワ フランス
香水h9.3　オーデコロン
h11.2　白粉h3.6

さまざまな化粧道具　　Toiletries Galore

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

147 花文鼈甲小箱化粧セット 18世紀 イギリス 容器h6.2

148 楼閣人物文蒔絵小箱香水瓶セット 18世紀 フランス 容器h11.7

149 戦士文螺鈿小箱化粧セット 18世紀 フランス 容器h8.2

150 装飾枠付三組香水瓶 19世紀中頃 フランス h12.4

151 装飾枠付四組香水瓶 19世紀 フランス h11.0

152 卵形ケース香水瓶セット 19世紀 フランス 香水瓶h3.9　容器h12.3

153 唐草文化粧道具箱 19世紀後期 フランス 容器h13.8

154 赤色ガラス小箱香水瓶セット 19世紀 フランス 香水瓶h7.1　容器h7.1

155 菱文小箱香水瓶セット 19世紀 フランス 香水瓶h5.0　容器h7.6

156 青色ガラス香水瓶 19世紀 イタリア h10.3

157 「香水の香りを嗅ぐ少女」 1885年
ランベール工
房

フランス h45.8

158 携帯用香水セット「香水の仕掛人」 1920年 ゲラン社　 フランス 容器h9.6



159 化粧道具セット 1910年
マッピン・アン
ド・ウェッブ社

イギリス 容器h18.5

160 天使文化粧道具セット 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア

香水瓶h16.3　鏡w36.8　ブ
ラシ（大）w27.3　ブラシ（小）
w16.3　容器h7.2　トレイｗ
22.2

161 草花文香水瓶 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア h13.4

162 草花文香水瓶 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア h20.5

163 裸婦文香水瓶（アトマイザー） 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア h18.2

164 草花文香水瓶（アトマイザー） 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア h14.8

165 薔薇文香水瓶（アトマイザー） 20世紀前半
クルト・シュレ
フォクト

オーストリア h9.5

166 昭和御大典記念献上香水セット 1927年 高砂香料工業 日本 香水瓶h10.6　容器h14.4

カタログ・ポスター　　Catalogues and Posters

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

167 「ジュレ・フレール社」ポスター 1910年代 ジュレ兄弟社 フランス h53.2×w65.4

168 「ジュレ・フレール社」ポスター ジェレ兄弟社 フランス h51.0×w68.0

169 「ピヴェール社　アズレア香水」ポスター ピヴェール社 フランス h32.5×w50.2

171 「メディチ・ローション」ポスター エリズマ香水 フランス h70.0×w51.1

172 「ブレーズ社の香水」ポスター ブレーズ社 フランス h137.4×w96.3

173 「ヴィクトリア石鹸」ポスター ヴィクトリア石鹸 フランス h140.5×w100.8

174 「ナチュラル石鹸」ポスター ナチュラル石鹸 フランス h158.4×w117.5

175 ピヴェール社化粧品総合カタログ 20世紀初頭 ピヴェール社 フランス

176 ピエール・ド・ベレール「ピヴェール社」ポスター
ピエール・ド・ベ
レール

ピヴェール社 フランス h57.7×w44.5

第Ⅱ章　日本の香り　　Fragrance in Japan

香道具　　Incense Utensils

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

177 若松梅枝蒔絵十種香箱
江戸時代　19世
紀

日本 19.0×22.7×h18.6

178 貝藻蒔絵沈箱
江戸時代　18世
紀

日本 11.6×13.7×h10.7

179 木製香時計 1885年 日本 32.7×32.7×h45.0

180 牡丹唐草蒔絵香道具
江戸時代　19世
紀

日本

香炉9.0×9.0×h9.8　箱
（大）8.2×9.8×h6.4　箱
（小）5.2×5.2×h8.5　盆
24.6×42.8×h7.5

181 孔雀牡丹蒔絵沈箱
明治時代　19世
紀

日本 8.0×10.7×h3.9

182 黒漆塗伏籠（阿古陀香炉付）
江戸時代　19世
紀

日本
香炉d13.6×h13.8　伏籠
53.8×54.0×h49.5

183 八橋蒔絵沈箱
江戸時代　19世
紀

日本 9.0×11.2×h3.8

184 山水蒔絵沈箱
江戸時代　19世
紀

日本 6.1×7.1×h6.3

185 葵紋散蒔絵香割道具箱
江戸時代　18世
紀

日本 20.3×29.3×h15.4

186 鶴蒔絵香枕
江戸時代　18世
紀

日本 11.0×19.8×h12.4

187 浜松塩屋蒔絵十種香箱
明治時代　20世
紀

日本 箱20.6×25.7×h20.4

188 菊紋散蒔絵香箪笥
江戸時代　19世
紀

日本 17.4×30.8×h26.0



189 楼閣山水蒔絵香箪笥
明治時代　19世
紀

日本 7.7×11.2×h9.6

190 波兎蒔絵毬香炉
明治～大正時
代　19～20世紀

日本 d8.0

191 籬秋草蒔絵沈箱
江戸時代　18世
紀

日本 20.2×20.2×h18.5

192 源氏物語蒔絵帙形沈箱
江戸時代　19世
紀

日本 12.2×9.2×h3.8

193 葵紋散蒔絵十種香箱
江戸時代　19世
紀

日本 箱17.4×20.2×h15.7

194 菊枝鳥螺鈿蒔絵香合
大正～昭和時
代　20世紀

植松包美 日本 6.7×6.7×h4.7

195 立菊蒔絵香合
江戸時代　18世
紀

日本 d7.9×h4.5

196 菊枝蒔絵阿古陀香炉
江戸時代　18世
紀

日本 d10.2×h8.3

197 渦縄文蒔絵香合 1981年 田口善國 日本 d10.0×h6.3

198 波文螺鈿蒔絵香合 1992年 田口善國 日本 d6.2×h4.4

199 紅蘭蒔絵螺鈿香炉　銘「花の薫」 1994年 田口善國 日本 11.7×10.0×h11.2

香炉・香合　　Incense Burners and Incense Cases

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

200 芝山細工透彫花鳥文香炉 江戸時代後期 日本 h11.0×w12.5

201 七宝花鳥文香炉 明治時代 日本 h16.7

202 色絵人物文香炉 江戸時代後期 薩摩焼 日本 h26.2

203 色絵桐鳳凰文香炉 明治時代 薩摩焼 日本 h19.7

204 色絵花鳥山水文香炉 明治時代 錦光山宗兵衛 日本 h10.7

205 色絵人物文香合 明治時代 錦光山宗兵衛 日本 h2.3

206 緑釉龍虎香炉
明治～大正時
代　19～20世紀

楽弘入 日本 蓋（大）h15.3　（小）h13.3

207 青磁香炉（火屋　増田三男） 1926年頃 板谷波山 日本 h9.4

208 梅香合 1935年 板谷波山 日本 h2.4

209 白磁香炉 1940年 富本憲吉 日本 h10.5

210 鉄釉香炉 1945年頃 河井寛次郎 日本 h11.0

211 鉄絵黍文香炉 1975年 濱田庄司 日本 h11.0

212 鉄絵黍文香合 昭和時代 濱田庄司 日本 h5.8

213 飛雲火舎香炉 1945年 金重陶陽 日本 h10.3

214 鶉香炉 1965年頃 楠部彌弌 日本 h10.4

215 白磁香炉（火屋　増田三男） 1960年頃 加藤土師萌 日本 h10.3

216 ラスター彩花文香炉（火屋　遠藤兆映） 昭和時代 加藤卓男 日本 h11.3

217 玉兎紐香炉
大正～昭和時
代　20世紀

香取秀真 日本 h12.6

218 鋳銅蝉文香炉 昭和時代 長野垤志 日本 h9.3

219 金白金彩扇形香合 1970年代 藤田喬平 日本 h3.5

香木　　Fragrant Woods

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

220 極書

221 縮



222 柴船

223 蘭奢待

224 六十一種名香と入れ物

香道伝書 等　　Historic Kōdō Documents

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 香水メーカー 地域/国名 サイズ (cm)

225 香道秘伝書　上

226 香道秘伝書　下

227 香道瀧之絲　上

228 香道瀧之絲　下

229 組香小引書　仁之巻

230 組香小引書　義之巻

231 組香小引書　禮之巻

232 組香小引書　智之巻

233 組香小引書　信之巻

234 志野流香道伝書 五巻 1801年 井岡道安

235 形物香合図鑑 四巻

236 麞麝考 上・下

参考出品

作品No. 作品名 制作年代 作家・窯名 地域/国名

紫式部げんじかるた三十二　梅がえ 1858年
二代歌川国貞
（四代目歌川豊
国）

日本

現時五十四情 第四十二号　匂宮 1884年 豊原国周 日本

江戸名所百人美女の内　小石川牛天神 1858年
歌川国貞（三代
歌川豊国）

日本

教育女礼式之図 明治22年 東洲勝月 日本

「ウォルト社」ポスター 20世紀 R.B.Sibia フランス

「イザベイ社　モン・スール・アミ」の広告　（『イ
リュストラシオン』誌掲載）

1928年 藤田嗣治 フランス

静夜 20世紀 小早川清 日本


