
展 示 資 料 一 覧

種別 資料名 年月日 所蔵先／館蔵資料番号

展示室1

　森家のおでかけ
原稿 「当用日記」　鷗外自筆 明治42年 200124
写真 明治41年の鷗外　陸軍省医務局長室にて 明治41年 300033

　ブランディングの原点
包装紙 明治44年頃の包装紙 明治44年頃 株式会社三越伊勢丹
包装紙 大正2年頃の包装紙 大正2年頃 株式会社三越伊勢丹
包装紙 大正6～9年頃の包装紙 大正6～9年頃 株式会社三越伊勢丹
はがき 東京勧業博覧会紀念絵はがき 明治40年 株式会社三越伊勢丹
はがき 日本橋開通式記念絵はがき 明治44年4月 株式会社三越伊勢丹
画帳 『子だから』　巌谷小波編集　杉浦非水デザイン 明治42年6月刊 株式会社三越伊勢丹

図書
『恋愛三昧』　シュニッツラア著　森林太郎訳　現代社
杉浦非水装丁

大正2年2月刊 1A-ﾚ1

図書 『塵泥』　森鷗外著　千章館　橋口五葉装丁 大正4年12月刊 1A-ﾁ2

はがき 岡田三郎助・八千代筆 鷗外宛年賀状 明治42年1月11日付 505139

　衣裳図案の改良

衣裳
五代目中村歌右衛門使用「不如帰」浪子の衣裳と帯と
かんざし

明治37年9月　 早稲田大学演劇博物館

写真
五代目中村歌右衛門（当時は中村芝翫）　〈「時好」辰
之10号所収〉

明治37年10月 株式会社三越伊勢丹

　ポスターによる広告
ポスター 地方向けポスター／籾山東洲書、島崎柳鴻画 明治29年 株式会社三越伊勢丹
ポスター 元禄模様宣伝時代のポスター／波々伯部金洲画 明治38年 株式会社三越伊勢丹
ポスター むらさきしらべ／岡田三郎助画 明治42年 株式会社三越伊勢丹
ポスター 此美人／橋口五葉画 明治44年 株式会社三越伊勢丹
ポスター 新館落成／杉浦非水画 大正3年 株式会社三越伊勢丹

付録 新案「家庭衣裳あわせ」／杉浦非水デザイン 明治43年1月 株式会社三越伊勢丹
付録 「時好双六」／尾竹国観画 明治39年1月 株式会社三越伊勢丹
広告 デパートメントストア宣言　新聞広告 明治38年1月2日 株式会社三越伊勢丹

　ＰＲ誌
雑誌 「花ごろも」 明治32年1月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「夏衣」 明治32年6月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「春模様」 明治32年1月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「夏模様」 明治33年6月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「氷面鏡」 明治34年1月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「みやこぶり」 明治36年11月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「時好」卯之第1巻 明治36年8月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「みつこしタイムス」　3号 明治41年6月20日刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「みつこしタイムス」　8巻1号 明治43年1月刊 株式会社三越伊勢丹

文京区立森鷗外記念館 特別展                             

流 行 を つ く る ― 三 越 と 鷗 外 ―  
会期 2014年9月13日（土） 

       ～11月24日（月祝） 
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種別 資料名 年月日 所蔵先／館蔵資料番号

　通路写真
写真 土蔵造り2階建て店舗 明治20年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 座売りの様子 明治20年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 三井呉服店2階（陳列販売の様子） 明治28年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 三井呉服店外観（日露戦争祝勝の装飾） 明治37年9月頃 株式会社三越伊勢丹
写真 本店仮営業所外観（木造ルネッサンス式3階建） 明治41年4月 株式会社三越伊勢丹
写真 本店仮営業所入口 明治41年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 本店仮営業所店内 明治41年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 本店仮営業所2階小物売場 明治41年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 本店仮営業所2階呉服売場（彩色） 明治41年頃 株式会社三越伊勢丹
写真 本店新館外観（鉄筋コンクリート地下1階地上5階建） 大正3年10月 株式会社三越伊勢丹
写真 本店新館店内　（「三越」4巻11号所収） 大正3年 株式会社三越伊勢丹

展示室2

つくられる流行　「流行会」という組織

写真
明治40年頃の「流行会」　三越空中庭園にて　〈「時
好」5巻7号所収〉

明治40年4月29日 株式会社三越伊勢丹

写真
元禄研究会　日本橋倶楽部にて　〈「時好」3巻12号所
収〉

明治38年10月 株式会社三越伊勢丹

写真
東京児童用品研究会幹部及子ども博覧会委員　大阪
府第2回こども博覧会会場

明治44年2月16日
東京大学　大学院情報学
環・学際情報学府図書室

写真 児童用品研究会及流行会室　〈「三越」4巻11号所収〉 大正3年11月 株式会社三越伊勢丹
はがき 久保田米斎筆 鷗外宛 明治39年10月19日付 505224
はがき 石橋思案筆 鷗外宛 明治44年12月13日付 505028
写真 日比翁助（肖像） 株式会社三越伊勢丹

図版
『新たに「三越」を発刊するについて』日比翁助　「三
越」創刊号所収

明治44年3月 株式会社三越伊勢丹

原稿 「当用日記」　鷗外自筆 大正2年 200214

雑誌 『文芸の三越』　表紙：小林専画 大正3年1月
東京大学　大学院情報学
環・学際情報学府図書室

図版
『「三越」に掲載された鷗外追悼記事』　「三越」12巻8
号所収

大正11年8月 株式会社三越伊勢丹

原稿 鷗外筆『拙者は大石内蔵助ぢゃ』序文 大正元年11月 200037
はがき 坪井正五郎筆 森潤三郎宛 明治35年6月11日付 507299
はがき 坪井正五郎筆 森潤三郎宛 明治35年6月16日付 507300
書簡 巌谷小波筆 鷗外宛（9/13～10/27） 大正9年10月21日付 405019
書簡 今泉雄作筆 鷗外宛（10/29～11/24） 大正8年11月14日付 405018

鷗外が見つめた流行　鷗外作品紹介
写真 愛馬と鷗外　観潮楼門前にて 明治45年2月6日 300035
写真 武石弘三郎のアトリエにて 明治44年4月9日 300036
雑誌 「時好」5巻2号 明治40年2月刊 株式会社三越伊勢丹

雑誌
「三越」1巻1号　表紙：杉浦非水画　（鷗外『さへづり』、
喜美子『旅帰、末子の病、骨牌会』所収）

明治44年3月刊 株式会社三越伊勢丹

原稿 『むく鳥通信』　鷗外自筆 明治42年発表部分 200035
雑誌 「三越」1巻5号　表紙：杉浦非水画 明治44年7月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 『流行』　「三越」1巻5号抜刷 明治44年8月 1A-ﾘ1

図書
『D'ORSAY ; or, The Complete Dandy』　Shore, W.
Teignmouth著　London, John Long Limited

明治44年[3月] 鶴見大学図書館

雑誌
「三越」2巻10号　表紙：杉浦非水画　（鷗外『田楽豆
腐』所収）

大正元年9月刊 株式会社三越伊勢丹

写真 明治42年頃の帽子売り場の様子 明治42年頃 株式会社三越伊勢丹
雑誌 「三越」3巻10号　表紙：吉田秋光画 大正2年10月刊 株式会社三越伊勢丹
雑誌 『女がた』　「三越」3巻10号抜刷 大正2年10月 1A-ｵ3
写真 『女がた』舞台写真　公衆劇団　帝国劇場 大正2年10月 早稲田大学演劇博物館
図版 帝国女優の絵葉書〈広告〉　「三越」1巻2号所収 明治44年4月 株式会社三越伊勢丹
図書 『走馬灯　分身』　森林太郎著　籾山書店刊 大2年7月刊 1A-ソ3
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種別 資料名 年月日 所蔵先／館蔵資料番号

写真 高橋義雄（肖像） 株式会社三越伊勢丹
原稿 「還東日乗」　他筆浄写本 明治21年 200166
原稿 「委蛇録」　鷗外自筆 大正7～10年 200217

志げ・喜美子作品紹介

雑誌
「三越」1巻2号　表紙：橋口五葉画　（志げ『チチエロオ
ネ』所収）

明治44年4月刊 株式会社三越伊勢丹

雑誌 「三越」1巻6号　表紙：杉浦非水画　（志げ『岸』所収） 明治44年8月刊 株式会社三越伊勢丹

雑誌
「三越」2巻4号　表紙：杉浦非水画　（喜美子『紅入友
染』所収）

明治45年4月刊 株式会社三越伊勢丹

雑誌
「三越」2巻11号　表紙：杉浦非水画　（志げ『お鯉さん』
所収）

大正元年10月刊 株式会社三越伊勢丹

図書 『森鷗外の系族』　小金井喜美子著　大岡山書店 昭和18年12月刊 2-コ1-2
図書 『あだ花』 森しげ著　弘学館書房 明治43年6月刊 2-モ1-1
書簡 鷗外筆 志げ宛 大正11年5月5日付 401199

原稿 『兄の手紙』　小金井喜美子自筆 100158

書簡 鷗外筆 喜美子宛 明治33年12月29日付 40100

スライドショー　三越の空間―呉服屋からデパートメントストアへ― 画像提供：株式会社三越伊勢丹

画像 享保頃の越後屋店頭風景　（奥村政信画）
画像 明治初年の越後屋
画像 明治20年頃の外観／座売りの様子
画像 明治27、8年頃の三井呉服店
画像 高橋義雄／陳列場の様子
画像 「花ごろも」「夏衣」「春模様」「夏模様」「氷面鏡」　明治32～34年刊
画像 外観と店内平面図
画像 「時好」卯之第1号　（明治36年8月）
画像 日比翁助／三井呉服店の外観　（明治37年9月頃）
画像 デパートメントストア宣言広告　（明治38年1月2日）
画像 流行会会員諸氏　空中庭園にて　（明治40年頃）
画像 元禄模様宣伝時代のポスター　（明治38年10月）
画像 東京勧業博覧会　八角堂の装飾ケース／記念絵はがき
画像 新施設等　食堂／空中庭園／靴部
画像 本店仮営業所　木造ルネッサンス式3階建
画像 三越ベールの宣伝　（「みつこしタイムス」7巻7号所収）
画像 日本橋通り大ショーウインドー
画像 第1回児童博覧会会場の様子
画像 同博覧会　教育館／少年音楽隊の演奏
画像 メッセンジャーボーイ隊
画像 1階中央ホールの十字の池
画像 2階売場から演奏を望む人々
画像 小供寄宿舎の様子
画像

画像 通信販売事業係
画像 新装日本橋開通・記念絵はがき（明治44年）
画像 洋傘陳列会／和製化粧品陳列会
画像 新館完成　外観／広告
画像 新館店内　エスカレーター／エレベーター／入口ライオン像

「三越」1巻1号、5号、6号、2巻4号、10号、11号　明治44～大正元年刊　表紙：杉浦非水
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種別 資料名 年月日 所蔵先／館蔵資料番号

常設
原稿 『自紀材料』1,2,3　（復刻版） ［200119～121］
写真 「養老館前の津和野殿町通り」 大正初期 300135
資料 「進文学社日課表」　（レプリカ） 東京都公文書館
写真 「ベルツを囲んで医学部卒業記念」 明治13年 300006
書簡 「鷗外筆 賀古鶴所宛」 明治14年11月20日付 401030
資料 「留学の辞令」　（レプリカ） 明治17年6月7日付 国立公文書館
原稿 『独逸日記』浄写本　（レプリカ） 明治17～21年 ［200128］
原稿 「留学中のノート（雑記帳）」 明治17年頃 200106

記念品 「ジョッキ」　（レプリカ） 明治19年贈 ［100018］
記念品 「RMモノグラム型板」　（レプリカ） ［100020］

資料 「森一等軍医結婚ノ儀ニ付申進（結婚願）」　（レプリカ） 明治22年3月4日付 防衛研究所図書館

雑誌 「国民之友」58号　民友社 明治22年8月2日刊 １F-コ2

雑誌 「しがらみ草紙」　新声社 明治22年10月創刊 1F-シ1

図書 『水沫集』　春陽堂 明治25年7月刊 1A-ミ2

記念品 「野口寧斎漢詩色紙」 明治28年8月19日贈 100031

雑誌 「めさまし草」　盛春堂 明治29年1月創刊 1F-ﾒ1

原稿 『小倉日記』浄写本　（レプリカ） 明治32～35年 ［200132］

書簡 「鷗外筆 賀古鶴所宛」 明治35年2月8日付 401060

図書 『即興詩人』上・下巻　春陽堂 明治35年9月刊 1A-ｿ1

雑誌 「万年艸」万年艸発行所　（復刻版） 明治35年10月創刊 4-ﾏ1

葉書 「鷗外筆 於菟宛」 明治38年8月8日付 501059

図書 『うた日記』　春陽堂 明治40年9月刊 1A-ｳ1

雑誌 「スバル」　昴発行所 明治42年1月創刊 1F-ｽ1

雑誌 「三田文学」　三田文学会 明治43年5月創刊 1F-ﾐ1

原稿 『半日』 明治42年3月掲載 400001
記念品 「愛用の文具（獅子型水差、墨置、瓢型水差）」 100110～111，115
記念品 「鷗外自画素焼皿」 大正2年1月 100016
図書 『意地』　籾山書店 大正2年6月刊 1A-ｲ1
葉書 「渋江保筆 鷗外宛」 大正5年3月27日付 505277

記念品 「鷗外、晶子、寛の三書」書幅 大正4,5年頃 200136

資料
「医学博士文学博士森林太郎外十三名帝国美術院長
並同会員被仰付ノ件」　（レプリカ）

大正8年9月6日付 国立公文書館

図書 『帝諡考』　宮内省 大正10年3月刊 1A-テ3
記念品 「デスマスク」 大正11年 100034
遺言書 「遺言状」　賀古鶴所筆記　（レプリカ） 大正11年7月6日付 ［200155］

謝 辞 

本展覧会を開催するにあたり、ご協力を賜りました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 
 

  株式会社三越伊勢丹、世田谷区立世田谷文学館、鶴見大学図書館、天理大学附属天理図書館、 

  東京大学 大学院情報学環・学際情報学府図書室、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、    

  工藤弘之、九代目中村福助（敬称略・50音順） 
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