化 粧 からひ ろ が る 美しさの文 化

The Culture of Beauty Spreading t hrough Cosmetics
ポーラ・オルビスグループは「本当の美しさは、内面の美や

ポーラ文化研究所のあゆみ
1976年

心の豊かさを伴ってこそ初めて実現する」という考えのも
は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求するこ

1978年

来、日本と西洋を中心に、古代から現代までの化粧文化に
2005年に化粧文化の専門図書館「ポーラ化粧文化情報セン

女性の化粧行動、意識に関する実態調査を開始
美と文化の総合誌『is』創刊（2002年終刊）

Research into women s behaviors and attitudes
towards cosmetics is launched.
Comprehensive magazine on beauty and culture,
" is" is launched. (ﬁnal publication in 2002)

とを目的として、1976年５月15日に設立されました。以
関わる資料の収集と調査研究を行っています。

ポーラ銀座ビルに「ポーラ文化研究所」設立

The POLA Research Institute of Beauty & Culture
is established in the POLA Ginza Building.

1979年

ター」、2018年には所蔵資料を検索・閲覧できる「化粧文

収集
保存

第1回化粧文化展「江戸の化粧」開催
研究誌『化粧文化』創刊（2005年休刊）

化データベース」の運営を開始しました。ポーラ文化研究
所は、化粧を文化として広く、深く研究し、その成果や文
化資産を社会に公開することで、化粧文化への理解を広げ

1990年

設立20周年記念シンポジウム「文化としてのから
だ」開催
commemorate the 20th anniversary of the institute.

2002年

2005年

2007年

画資料、文献などの資料です。日本は江戸時代から現代

化情報センターでは気軽に楽

にいたるまで、海外は18〜20世紀を中心に、約6,500点
の資料を収集しています。
The collection includes about
6,500 items of materials
related to cosmetic culture,
mainly from Edo Period to
modern Japan, as well as from
overseas between the 18th
and 20th centuries.

ポーラ美術館での化粧道具展示を開始

The POLA Museum of Art starts to exhibit
cosmetic tools.

しめるミニ展示「歴史のなか
のよそおい」を通年開催する
と共に、国内外の美術館・博
物館への展示協力にも力を入
れています。

レクチャー Lectures
美や文化を共に考える機会と
して、セミナーや体験型の
トークイベントを実施。美術

調査
研究

「化粧」という視点で集約されたコレクションをもとに、

館・博物館や大学、生涯学習

古今東西の化粧史、各時代の風俗や美人観の研究を進め

施設に加え、イベントスペー

ています。また1970年代より、現代女性の生活意識や化

設立30周年を機に「ポーラ化粧文化情報センター」
を開設
The POLA Cosmetic Culture Archives is launched
to commemorate the 30th anniversary
of the institute.

ポーラ文化研究所、ポーラ化粧文化情報センターが
五反田に移転

粧意識・行動に関する独自調査を行っています。
We have been conducting
studies on cosmetic history,
customs and the sense of a
beautiful woman from all
areas and all ages, and also
behaviors and attitudes of
modern women concerning
lifestyles consciousness and
cosmetics.

スや商業施設等での出張講座
も行っています。

2008年

2016年

文化情報誌『化粧文化PLUS』
創刊

ポーラ文化研究所40周年記念展「祝いのよそほい」
を開催
commemorate the 40th anniversary of
the institute.

2018年

ウェブサイトのリニューアルと共に化粧文化デー
タベースを公開

Cosmetic Culture Database is made accessible to
the public.

ポーラ化粧文化情報センター
POLA Cosmetic Culture Archives
17〜19世紀の化粧・髪型・
装身文化に関する貴重書を
はじめ、20世紀以降の化粧
や関連分野の図書約12,000
冊、雑誌約4,000冊を所蔵。
レファレンスサービスやミ
ニ展示も行っています。
【利用案内】
開 館 日 毎週水曜日（祝祭日・年末年始は休館）
開館時間 10：30〜17：00
利用無料 事前予約不要
【Facility Information】
Opening days Wednesdays (closed on national holidays
Opening hours 10:30am - 5:00pm
Admission is Free. Reservation is not required.
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

ポーラ文化研究所

（ポーラ化粧文化情報センター）

出 版 Publications
化粧文化を中心に装身具、香
り、美術、文化史などの観点
から、書籍やCDブック、

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ第2五反田ビル1F
TEL 03
（3494）7250 / FAX 03（3494）7294

POLA ORBIS HOLDINGS INC.

POLA Research Institute of Beauty & Culture
(POLA Cosmetic Culture Arcives)

2-2-10 Nishi Gotanda Shinagawa-ku,Tokyo 141- 0031 JAPAN

映像資料DVDを刊行して
います。

The POLA Research Institute of Beauty & Culture
and the POLA Cosmetic Culture Archives are
moved to Gotanda.

目黒

公開
普及

Publication
Promotion

POLA ORBIS HOLDINGS INC. has been working on cultural
activities for a long time, based on the concept that real
beauty is only realized with inner beauty and richness of
mind. The POLA Research Institute of Beauty & Culture was
founded on May 15, 1976 with the aim of studying
cosmetics academically as a culture of beauty. Since then,
we have been gathering materials related to cosmetic
culture from ancient times through modern times, centered
on Japan and the West, and conducting research. In 2005,
we established the POLA Cosmetic Culture Archives, a
library designated to cosmetic culture, and also in 2018 the
Cosmetic Culture Database, which allows users to search our
collections of materials. The POLA Research Institute of
Beauty & Culture strives to facilitate the understanding of
cosmetic culture by conducting extensive studies of
cosmetics as culture and publishing its achievements and
cultural assets.

ただけるよう、ポーラ化粧文

Research
Study

1995年

化粧文化研究の基礎となるのが、化粧道具や装身具、絵

研究者との情報交換誌『マキエ』創刊

るよう努めてまいります。

展 示 Exhibitions
化粧文化の世界を体感してい

Collection
Preservation

と、文化活動に長く取り組んでいます。ポーラ文化研究所

私 たちの 活 動 Our Activities

History of the POLA Research Institute of Beauty & Culture

東口

五反田駅

大崎

西口

これまでに収集した文化資産や研究で得た知見は、展
示、レクチャー、出版物、調査レポートなどで広く公開

ウェブサイト Websites

しています。化粧文化に関する資料案内や研究支援、展

化粧文化データベース、蔵書

示協力にも積極的に取り組んでいます。

データベースを公開すると共

We have been releasing our
ﬁndings to the public through
exhibitions, lectures, publications, and research papers, and
also supporting other research
and exhibits.

に、ポーラ文化研究所の最新
の動向をお伝えしています。

地下鉄 A1出口
地下鉄 A2出口

JR山手線・都営浅草線五反田駅西口より徒歩3分
東急池上線五反田駅より徒歩5分
3-minute walk from Gotanda Station (west exit)

https://cosmetic-culture.po-holdings.co.jp

＠POLA̲bunken

＠pola̲cosmeticculture

