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香りプロダクト
ギャラリー
Fragrance
Product Gallery
3 カフェテリア

Cafeteria
「カフェ サ サンボン」で
ハーブ園や足湯（無料）
を 眺 め な がら ハ ー ブ
ティー、
コーヒー、軽食を
楽しめます。

B
D1-6

A large collection of fragrances

開館時間

10：00 〜 18：00（体験は要事前予約）

休 館日

12月31日、1月1日〜１月３日（カフェ 日曜）

入館料

大人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500（400）円
大学・高校生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300（240）円
中・小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200（160）円
※（ ）内は、20名様以上の団体割引料金です。
※障がい者 ５割割引（随行者１名含む）

Opening
hours

10:00〜18:00（The experience requires booking in advance.）

Closed

Dec.31, Jan.1〜Jan.3（Café Sun.）

Admission
fees

Adult…500（400）yen
College/High school students…300（240）yen
Junior high/Elementary school students
…200（160）yen

*Admission fees within the brackets（ ）refer to discounted fees for groups with 20 or more members.
*50% discount is applicable for handicapped visitors
(inclusive of one accompanying visitor)

Café Ça sent bon. Visitors
can have herb tea, coffee
or snacks as they enjoy the
view of the herb garden.
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D9

香りヒストリー
ギャラリー
Fragrance
History Gallery

3F
学びと癒しの
ギャラリー
Experience &
Healing Gallery

多目的スペース

5

MUSEUM

Dans
La Nuit

Fragrance
Product/History
Gallery
&
Perfumery
Experience

1925（estimated）
Lalique France

■別府大学
別府駅

日豊本線

的ヶ浜公園

別府大学駅

645

至小倉

10

別府国際
観光港

東九州自動車道
別府ICから約7分

ＪＲ日豊本線別府駅下車、
路線バスで

ＪＲ日豊本線別府大学駅下車、
徒歩15分

別府大学経由鉄輪行に乗車、大石・
大分香りの博物館前で下車、徒歩1
分。または、亀の井バスで石垣経由
別府医療センター行に乗車、別府大
学下で下車、徒歩5分。大分交通で
は石垣経由亀川駅行に乗車、別府
大学下で下車、徒歩5分。いずれも
所要時間約20分。

特急利用の場合は、
ＪＲ日豊本線別
府駅下車、上りの普通電車に乗りか
えると4分で別府大学駅に着きます。

大分空港からは、
バスで約40分
別府国際観光港前下車、亀の井バ
スで別府大学経由鉄輪行に乗車、別
府大学前下車、所要時間約10分。
タクシーでは別府国際観光港前から
約5分。

大分香りの博物館

4

FRAGRANCE

アクセス

D8

D10

大分香りの博物館
至大分

OITA

大分県別府市北石垣48-1
TEL 0977-27-7272
（Cafeteria : 0977-27-7770）
http://oita-kaori.jp
〒874-0915

タクシーの利用は、
別府駅から約12分

収蔵品

国立科学博物館
HITNET 登録

大 分 香 りの 博 物 館
学校法人 別府大学 Beppu University
日本語
English
簡体中文
한국어

◆体験は要・事前予約

The experience requires
booking in advance.

◆館内は音声ガイド設置
The museum has audio
guides.

web ticket

こちらで
アロマタイム実施
無料
（20分）
要予約

Ｃ 香りをサイエンスの
視点からご紹介
Ｓcientiﬁc viewpoint

A 香りファクトリー
Fragrance Factory

4 調香体験 オリジナル香水 30ml
Original Perfume

香りプロダクトギャラリー

香りヒストリーギャラリー

学びと癒しのギャラリー

Fragrance Product Gallery

Fragrance History Gallery

Experience & Healing Gallery

1 階展示室では膨大な数の香水コレクション
を一堂に展示しています。

２階展示室では、香りの歴史と
香りと人々との関わりを展示しています。

A large collection of fragrances is displayed at
the exhibition hall on the 1st ﬂoor.

The exhibition hall on the second ﬂoor holds displays relating to
the history of fragrances and their role in human lives.

1 エントランス展示
■

C 香りをサイエンスの視点 から紹介しています。
■

収蔵品の中から代表的な香水瓶を紹介しています。

においのサイエンスに関する医学薬学の研究などを展示しています。

Entrance Hall Display

An introduction to fragrances is given from a scientiﬁc viewpoint.

（「ダン・ラニュイ」
：1925年（推定）仏 ラリック）

Items related to the scientiﬁc and medical/pharmaceutical research
of fragrances are on display here.

Perfume bottles of signiﬁcance from the
museum's collection are displayed here.
（“Dans La Nuit”：1925（estimated）
Lalique, France）

C アロマタイム（所要時間／20分） Aroma time
■
ラベンダーの香りとヒーリングミュージックに心と身体を癒されながら天井映像も
お楽しみ下さい。
（毎日14時より開催、受付でお申込み下さい）

Ａ 香りファクトリー
■

Ｄ 貴重な歴史資料を中心に
■

Fragrance Factory

香水はどのようにして作られるか、蒸留
器や多数の香料、香料原料、調合方法
などを紹介しています。
How fragrances are made, the
many kinds of fragrances in existence, how to mix fragrances,
raw materials used in the making of fragrances-these are some
of the things introduced to visitors here.

2 ミュージアムショップ
■

Ｂ 世界の
■

香水ギャラリー

World Fragrance Gallery
世界中の香水を紹介しています。
FIFI賞を受賞した香水や、ピエー
ル・デイナンがデザインしたボト
ルも紹介しています。
Fragrances of the world are
introduced to visitors here.
The FIFI award-winning
corner displays fragrances
that have won the FIFI award
and Pierre Dinandʼs corner
displays bottles designed by
himself.

「香り」に関する歴史を紹介
しています。

Visitors are introduced to the history
of fragrances through valuable
historical data.

D7 アジア Asia

体験料／2,200円
Scent bag making （所要時間／約40分）
オリジナル匂い袋と文香を作る体験
です。

4 調香体験工房
■
D8 日本 Japan

Perfumery Experience
Craft Center
世界に１つしかない自分だけの香水
づくりが楽しめます。
体験料／2,500円（30ml瓶込）
（所要時間／約30〜40分）

D9 ロココ時代 Rococo period

Museum Shop

当博物館オリジナル香水「カボスオードトワレ（ハッピー

5 アロマ体験ルーム
■
Aromatherapy
Experience Room

※現在休止中（再開はHPに掲載）

ウインド）
」をはじめ、様々な香り商品を取り揃えています。
A variety of fragrance-related products are sold
here, including the museum's original perfume,
“KABOSU EAU DE TOILETTE（Happy Wind）”.

Corner for physical and mental
healing
Try your hand at mixing perfumes,
ｓcent bag containing perfumed
powder or experience aromatherapy.
Learn more about perfumes and
fragrances at the corner for ﬁlled
with rare books on the subject.
This ﬂoor is also allocated for use
for planned exhibitions.

匂い袋作り

古代エジプトからアールヌーボー・アールデ
コ時代に分類して展示しています。
The display is structured according to
periods ranging from ancient Egypt to
Art Nouveau and Art Deco.

３階フロアでは調香体験や匂い
袋作り、アロマ体験ができます。
（体験は要予約）
また、香りについて楽しみながら
学べる貴重な図書を揃えたコー
ナーもあります。
多目的スペースでは期間限定で
企画展を開催します。

Ｄ1〜6 古代エジプト〜中世ヨーロッパ
Ancient Egypt to Middle Ages of Europe

C
２Fの■アロマタイムをご利用下さい。

D10 アールヌーボー・アールデコ時代
Art Nouveau/Art Deco period

体験料／550円
（所要時間／約30分）

カボスオードトワレ
（ハッピーウインド）

氷の翼

オオイタローズ
ピンク ブラック

オオイタローズ
ディフューザー

2 当館オリジナル香水

