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香水って魅力的。街中で誰かとすれ違った時、

ふとした瞬間に触れあった時、心地良い香りは

人々を幸せな気持ちにしてくれる。

毎日着る服を選ぶようにその日の気分で好きな

香りを身にまとえば、気分はたちまち晴れ模様。

付ける人によって様々に変わる香水の香りは

他の誰とも被らない唯一無二のオリジナル。

さぁ貴方も、自分のお気に入りに巡り逢って

目には見えないお洒落を楽しみましょう？

P4…香水とは ~ カオル先生の自己紹介 ~

P5…なぜ身にまとうの？

P6…香りの変化を楽しむ

P7…香りの持続時間の違い

P8.9…香りの系統

P10.11…世界の香りばなし

P12.13…タイプ別オススメの香水

P14…香水の付け方いろいろ

P15…あとがき

~ もくじ ~
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油状や固体の調合された香料をエタノール（エチルアルコール）で

20 ～ 25％の濃度にして溶解した溶液。香りを楽しむための化粧品

の一種で、芳香製品（フレグランス製品という）の一つ。たしなみ、

おしゃれ、楽しみといった目的で、身体、衣服、身の回りの物など

につけるもの。　 （引用：Wikipedia、コトバンク）

香水とは？ なぜ身にまとうの？
カオル先生の自己紹介

香水の歴史は紀元前 3000 年前のメソポタミアから始まりました。

当時は香りのする杉・レバノンセダーで神へと薫香を捧げたり、

香料として白檀 ( ビャクダン )、肉桂 ( ニッケイ )、イリスの根を

用いて、王様の亡骸に塗りこんでミイラを作ったりしていました。

これらはすべて、香料が持つ防腐・防臭効果を期待したためです。

中世になると、現代と同じように身にまとって楽しむことが香水の

主な使用目的になりました。科学が発達するほどに天然物の成分も

分析され、より気軽にそれぞれの好きな香りを楽しむことができる

ようになってきた今日この頃です。

香水のメリットとしては、主に精神面に効果がもたらされます。

ハーブなどの植物がもつリラックス効果や、脳に働きかけて集中力

を高めたり、相手の嗅覚をつかさどり良い印象を抱かせたりする力

もあります。

何より自分がお気に入りの香りを身にまとうことで、気持ちを切り

替えたり、心にゆとりを持つことができます。

  カオル先生 ( 自称 20 歳 )

誕生日：2/22  身長：176㎝　体重：ナイショです♬

血液型：A 型　性別：自称イイ女♥　性格：頼れる姉御肌

職業は調香師。好きなものはイケメンと香水、煙管。

嫌いなものは受動喫煙。香水の魅力をもっと広めるため

人々をとっ捕まえては力説 ( 物理 ) をしているぞ。

はじめまして、調香師のカオルです。
この一冊を通して香水の魅力をもっと
皆さんにお披露目できたら嬉しいな。
そして街中にイイ匂いのイケメンが
フフフ♡ …こほん、いや、何でもないよ…



- 6 - - 7 -

香りの持続時間・・・２時間～
一番長く続く最後の香りです。付けた人独自の匂いと混ざりあい

オリジナルの香りを楽しめます。ムスク、パチュリ、サンダル

ウッドなどの長く香りが残る香料が主に用いられます。

持続時間…５～１２時間　　濃度…１５～３０％
香水上級者向けの、濃度が一番高い香水です。離れた所からでも

香りが残るためワンプッシュでも十分印象深くなります。

付けすぎると臭いがきつくなってしまうので注意しましょう。

持続時間…２～５時間　　濃度…５～１０％
日本で一番オーソドックスな種類です。ほんのりと広がる香りが

数時間続くため、学校や会社などでの普段使いに向いています。

水のような軽さなので匂いがきつくなる心配もありません。

香りの持続時間・・・30 分～２時間
香水の中でも特徴的な成分をメインに含んだ真ん中の香りです。

ミドルからは特に香りの系統が分かれた香料を用いるので、

外出する 30 分前に付けると丁度良いタイミングで変化します。

持続時間…５～１０時間　　濃度…１０～１５％
朝家を出る前に付けると、途中で付け足さなくても帰宅するとき

までほのかに香りが残ります。香りの持続時間は長いですが、

パルファムに比べると重たい香りではありません。

香りの持続時間・・・5 ～ 10 分

一番はじめに華やかに広がる香りです。揮発性が高い種類の

ベルガモットやラベンダーなど、お花やハーブの香りが主に

するため匂いに少々クセを感じることがあります。

持続時間…１～２時間　　濃度…１～５％
付けた瞬間にトップノートがしっかりと香り、付けてから数十分

ほどすると香りが落ち着きます。時間ごとの香りの変化が少ない

ぶん比較的軽めの香りが多く、爽やかなものが多いです。

ラストノート

パルファム

オーデトワレ
ミドルノート

オーデパルファム

トップノート オーデコロン

香りの変化を楽しむ 香りの持続時間の違い

香水の重い・軽いの基準は揮発性と

持続時間の違いによって決まります。

重い香水はゆっくり、じっくりと香り、

軽い香水は短時間でふわっと香る…

そんなイメージで判断しましょう♪
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香りの系統

上品なお花の香りで、主にレディース向けの

香水に多い系統です。清楚、華やかなイメージ

を出したい時にオススメの香りです。

ヨーロッパのお菓子のような濃厚な甘い香りで、

キャラメル、チョコレートなどをイメージして

います。寒い冬の季節にピッタリな香りです。

本来はジャコウジカの分泌液を元にしたワイルド

な香りですが、希釈することで香水に使われる

温かみのある石鹸のような香りになります。

重厚感のある木々の香りで、主にメンズ向けの

香水に多い系統です。ダンディーで少し渋い

イメージがあるイケおじ様の香りがします。

爽やかな柑橘類の香りで、性別問わず人気の

系統です。制汗剤にも用いられることが多く

フレッシュで明るいイメージがあります。

アジアンテイストなお香のような匂いです。

エキゾチックで官能的、微かに甘い香りなので

大人びたイメージを醸し出すことができます。

自然み溢れるハーブ調の香りで、爽やかな

イメージの系統です。薬草のようなクセが

ある匂いなので好き嫌いが分かれがちです。

ほんのり甘くて柔らかな印象のある香りです。

お化粧品のような粉っぽさがあり、清潔感も

あるため特に淑女の方から人気があります。

フローラル系 グルマン系

ムスク系 ウッディ系

シトラス系 オリエンタル系

ハーバル系 パウダリー系



- 10 - - 11 -

世界の香りばなし

古代に初めて香料が発見された、歴史ある

国です。香料の持つ防腐・防臭効果から、

当時はミイラにする際に重宝され、葬送と

神事には決してかかせないものでした。

そのような宗教的行事に使用されることも

あり、かつての香料 ( 香辛料 ) の価値は金銀

よりも高価だったなんてことも。

今では美しい装飾と加工が施された香水瓶

が特に人気で、実用性よりもインテリアと

して瓶のみを購入する人も多いようです。

日本では香水よりもお香が好まれる傾向に

あります。これはさかのぼって飛鳥時代に

仏教とともに伝来し、貴族をはじめとして

広く人々に癒しをもたらせてきた歴史があ

るためです。古より楽しまれている香道で

は、香木の複雑な香りを心の中で味わう『聞

香』で精神を清めたり、どのお香が焚かれ

ているかを当てる『組香』でゲームを行なっ

たりしています。愉しみながらも、香りと

真剣に向き合う…素敵な伝統芸能ですね。

今ではたくさん市場で売られている香水の

ジャンルの内ひとつ、『オーデコロン』は、

18 世紀ドイツのケルンで製作されました。

名称のオーデコロンも元は【ケルンの水】

という意味を持つドイツの言葉です。かの

有名な英雄・ナポレオンも愛用していたそ

うで、部下の間でも広まりました。

現在もドイツにある香水工場は多くの偉人

たちにも愛されており、工場内には数々

のサインや記録が今なお残されています。

香水大国と言えばご存知、フランスです。

幼少期から親に貰った香水や自分で選んだ

香水を付ける習慣があり、子供から大人ま

でみんな香水が大好きなんだとか。中でも

マリーアントワネットが好んだバラやスミ

レなどは貴族の娘たちのステータスとなり

愛されていました。対極に、人を惑わす程

の芳しい香りを放つチュベローズは魅惑の

モノだと高級娼婦の間で流行り、当時は香

りで人となりが分かると言われていました。

エジプト日本

ドイツフランス
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周囲をパッと明るくするような可愛らしさが

魅力のあなたにはフルーツとお花がやさしく

香る “ ジルスチュアート リラックス オード

ホワイトフローラル ” がオススメです。

爽快な夏のそよ風みたいなアナタには “CREAN

SHOWER FRESH” がオススメ。シトラス系や

アクア系をメインに、シャンプーのような清潔

感のある香りがふわりと舞って広がります。

人と違う不思議な空気を身にまとう貴方には

“ ティエリー ミュグレー  エンジェル ” を。

甘さとスパイシーさを併せ持つ魅惑の香水は

万人受けをしない分、一層魅力を掻き立てます。

華やかキュートな愛されタイプ

明るくフレッシュ爽やかタイプ

魅惑のミステリアスタイプ

タイプ別オススメの香水

スッキリとしたシャープさが魅力のアナタは

“ イッセイミヤケ ロードイッセイ プールオム ”

で自然な美しさを。クールで苦味ある香りの

中で、シトラスが親しみを持たせてくれます。

陽だまりのような優しいあなたには “ ジョー

マローン アールグレイ＆キューカンバー ” を。

ほんのり香る紅茶の香りと天然由来の香料で

リラックス効果も一緒に期待できますよ。

気品溢れる貴方には洗練された “ アポーシア

イフ ” がおあつらえ向き。単なるフローラルと

柑橘の香りではなく爽やかなセクシーさも持つ

香水が貴方の魅力をより一層引き出します。

落ち着きのあるクールタイプ

おっとり和やかひだまりタイプ

洗練されたラグジュアリータイプ
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香水の付け方いろいろ 最後に…

香水の持つ良い匂いを楽しみたい時は、ハンカチや

サシェなどの匂い袋にワンプッシュして持ち歩くと

身近に香りを携帯できます。香水にはアルコールが

含まれているので、シミにならないよう注意です！

コットンに香水を染み込ませて、爪の裏にひとぬり。

手で触れた際にふんわりと香りを残すことができます。

香りは記憶と結び付きが強いので、去った後にも自分

を忘れさせない…ちょっと小悪魔なテクニックです♡

香りが強く残るのが苦手な方には寝香水がオススメ。

夜寝る前にうなじや耳の裏、髪に付けると翌朝ほのかに

香りを纏うことができます。皮膚や髪が傷まないよう

一旦手のひらで香水を広げてから塗ってくださいね♪

夜まで長く香りを楽しみたい時には、朝付ける際に

お腹や太ももなど身体の下の方にひとふりしましょう。

香りは時間がたつにつれて上がってくるので、下半身

や体温の高い所に付けると一日中香りに包まれます。

華やかな香りを楽しみたい

ふとした瞬間に香らせたい

香りを自分のものにしたい

夜まで香りを長持ちさせたい

いかがかな？香水の魅力について少しでも伝わっていたら嬉しいです♬

興味を抱いてくれた貴方も、持て余している香水に思いをはせた貴方も、

すでに香りを楽しんでいる貴方にも、すべての人に幸運あれ！　

”A perfume is like a piece of clothing, a message, a way of presenting 

oneself a costume that differs according to the woman who wears it.”

― Paloma Picasso ( 服飾＆宝飾デザイナー・フランス )

「香水は洋服の一部で、その人一人一人が何を着るかによって、違いを

伝えるメッセージである。」

目に見えないお洒落は、自分だけが楽しめるナイショのおなじない。

気分を高めて勇気をくれたり、落ち込んだ心を癒してくれたり…、

香水が与えてくれるのは良い香りだけじゃないの。

目に見えるものがすべてじゃない、みんなそれぞれ違う良さがあって

自分を自由に表現できる力を持っていると、香水が教えてくれる。

―だから…香水って、魅力的。

さぁ、こだわりを纏いましょう？自分らしく輝く、唯一無二の素敵な

貴方は今、とっても魅力的ですよ。




