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バイカー 

 

プレミアム 

パーキング 

サイン 

 

 

英国 FTTD 社

製   

重量１．３ ｋｇ

の 超 重 量 仕

様。 

 

(現在の製品カラ

ーはレッド地、黒

文字に変更しまし

た。) 

 

 

Ｈ．ダヴィッドソン サイレント・グレーフェロー アメリカ 

 

1903 年アーサー、ウォルター ダヴィッドソン兄弟とウイリア

ムハーレーによって設立された。サイレントグレーフェロー(オ

ールドグレー)は１９０７年、１５０台くらい生産された。 

ハーレーの特徴は大排気量エンジンのもたらす独特の駆

動音とその力強い外観にある。 

 

ハーレー ダヴィッドソン ツイン  アメリカ 

1903 年アーサー、ウォルター ダヴィッドソン兄弟とウイリア

ムハーレーによって設立され、１９３６年、OHV ナックルヘッ

ドエンジン搭載の６１E,61ＥＬモデルを発表する。ハーレー

の特徴は大排気量エンジンのもたらす独特の駆動音とそ

の力強い外観にある。 

 

ハーレー ダヴィッドソン ハイドラグライド アメリカ 

 

1903 年ダビッドソン兄弟とウイリアム ハーレーによって

設立された会社は、一時期、アメリカのオートバイと言え

ばハーレーだけと言われたほどであった。ハイドラグライ

ドの太いグライドフォークは現代にも受け継がれハーレー

の顔となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111----SSSSSSSS３６３６３６３６        Ｂｉｋｅｒ   ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ ブラック地  レッド文字 

１１１１----ＴＴＴＴ１１１１  Old Grey Fellow    ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

１１１１----ＴＴＴＴ１８１８１８１８      Harley Twin ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

１１１１----ＴＴＴＴ２０２０２０２０      Hydra Glide    ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

ハーレーダヴィッドソン デュオグライド アメリカ 

１９２９年に始まった大恐慌では、同社も手痛い影響を被

り、売り上げは低迷、４５立方インチモデルは同年の２１，０

００台から一気に３，７００台まで落ち込んだ。この頃、３輪

のデリバリートラック生産し、１９７３年まで継続した。 

 

ハーレー ダヴィッドソン ＷＬＤ アメリカ 

 

１９２９年に始まった大恐慌では、同社も手痛い影響を被

り、売り上げは低迷、４５立方インチモデルは同年の２１，０

００台から一気に３，７００台まで落ち込んだ。この頃、３輪

のデリバリートラック生産するようになり、７３年まで生産。

た。 

 

ハーレー ダヴィッドソン ＷＬＡ アメリカ 

 

第２次大戦開始時には、４５WL ラインのミリタリー版を製

造、９万台を生産した。大戦中に使用されたＷＬＡは帰国

する兵士が本国へ持ち帰った。その後一時生産が中止さ

れたが、５０―５２年、朝鮮戦争のため、再度生産された。 

 

 

ハーレー ダヴィッドソン ポリス   アメリカ 

 

ハイウェーポリスにより、ＦＬＨ，のちにはＦＬＨＴＰ‘が使用さ

れていた。現在アメリカでは交通取り締まり用としてカワサ

キやＢＭＷが使用されているが、「ハーレーポリス」のイメー

ジは不滅である。 

１１１１----ＴＴＴＴ６０６０６０６０      Duo Glide       ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

１１１１----ＴＴＴＴ８８８８            WLDWLDWLDWLD          ￥２，７３０  

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

１１１１----ＴＴＴＴ６４６４６４６４      WLA          ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

１１１１----ＴＴＴＴ６９６９６９６９      Police      ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

               

ルート６６  

万年カレンダー 

アメリカ 

 

1926年に創設された

合衆国国道であり、

85 年、えｓ州間高速

道路網が発達するま

で､アメリカ南西部の

発展を担う重要な地

位にあった。ルート 66

はアメリカを代表する

2 輪車、4 輪車ドライ

バーの「アイコン」であ

る。すでに主要ハイウ

ェーではなくなった今

も各所に往年の姿を

とどめる。 

 

アメリカン 

ハイウェールート６

６ 万年カレンダ

ー アメリカ 

 

ルート66はイリノイ州

シカゴから､カルフォ

ルニア州サンタモニカ

を結ぶ、合衆国国道

である。現在も、アメ

リカを代表する 2 輪

車、4 輪車ドライバー

の「アイコン」である。

すでに主要ハイウェー

ではなくなった今も各

所に往年の姿をとど

める。 

 

 

ＵＳルート６６ ザ マスターロード アメリカ 

 

ルート66はイリノイ州シカゴから､カルフォルニア州サンタモ

ニカを結ぶ、合衆国国道である。現在でもアメリカを代表す

る 2 輪車、4 輪車の「アイコン」であり、すでに主要ハイウェ

ーではなくなった今も各所に往年の姿をとどめる。 

 

ルート６６  

アメリカ 

 

ルート 66 はイリノイ州

シカゴから､カルフォル

ニア州サンタモニカを

結ぶ、合衆国国道で

ある。現在も、アメリカ

を代表する 2 輪車、4

輪車ドライバーの「アイ

コン」である。すでに主

要ハイウェーではなく

なったが各所に往年

の姿をとどめる。スタイ

ンベク［怒りの葡萄］は

じめ小説、映画、テレ

ビにも多く登場した。 

 

１１１１----２０２９３２０２９３２０２９３２０２９３ Route66 Calender ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２８７２０２８７２０２８７２０２８７ American Highway Cal.￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２０８２０２０８２０２０８２０２０８ Route66 Biker ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２７２２０２７２２０２７２２０２７２ Rout 66 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

バイク １９５５ アメリカ 

 

ハーレーダビッドソンはアメリカのハイウェーを長距離走るこ

とに重点を置くオートバイとして設計された。キング オブ 

ハイウェイーであるとことは、反面では、山道や、レースでの

優位性を犠牲にすることでもあった。 

 

 

バイク １９６０ アメリカバイク アメリカ 

 

ハーレーダビッドソンはアメリカのハイウェーを長距離走るこ

とに重点を置くオートバイとして設計された。キング オブ 

ハイウェイーであるとことは、反面では、山道や、レースでの

優位性を犠牲にすることでもあった。 

 

 

インディアン ロードスター  アメリカ 

 

1901 年創業のアメリカでもっとも古いオートバイのブランド

であるが 53年消滅した。1910年代には世界最大のメー

カーとなり、11年、ﾙﾏﾝを1，2，3位で完全制覇。18年警

視庁の交通取り締まりに使用され、赤バイと呼ばれたこと

もある。 

 

 

１１１１----２０３１４２０３１４２０３１４２０３１４     Bike 1955   ￥４，０００  

ドイツ製 ３０ｘ４0cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０３０６２０３０６２０３０６２０３０６  Bike 1960   \４，０００  

ドイツ製 ３０ｘ４0cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----ＴＴＴＴ６８６８６８６８  Indian Roadster  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

 

バイク  

１９６０  

万年カレンダー 

アメリカ 

 

ハーレーダビッドソン

はアメリカのハイウェ

ーを長距離走ること

に重点を置くオートバ

イである。キング オ

ブ ハイウェイーであ

るとこと、反面では山

道や、レースでの優

位性を犠牲にするこ

とでもあった。 

万年カレーンダー。 

 

 

キングオブロード 

万年カレンダー 

アメリカ 

 

 

ハーレーダビッドソン

はアメリカのハイウェ

ーを長距離走ること

に重点を置くオートバ

イである。キング オ

ブ ハイウェイーであ

るとことは反面では、

山道や、レースでの

優位性を犠牲にする

ことでもあった。 

万年カレーンダー。 

 

キング  オブ  

ハイウェイ 

万年カレンダー 

アメリカ 

 

 

ハーレーダビッドソン

はアメリカのハイウェ

ーを長距離走ること

に重点を置くオート

バイである。キング 

オブ ハイウェイーで

あるとことは、反面

山道や、レースでの

優位性を犠牲にする

ことでもあった。 

万年カレーンダー。 

 

 

チョッパー プレミアム パーキングサイン 

 

本格的パーキングサイン  重量１．３ｋｇ 英国 FTTD 社製 

 

イージーライダーで有名。 ＯＣＣチョッパーはニューヨーク

州にあるカスタムバイクのスペシャリスト。カルフォルニアの

オレンジカウンティーは関係がない。 

１１１１----２０２８２２０２８２２０２８２２０２８２        Bike 1960 Calender \3,780 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----ＰＰＰＰ４２９７４２９７４２９７４２９７ The King of Road Kal.  \3,780 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----ＰＰＰＰ００３００３００３００３ The King of Highway Kal. \3,780 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----SSSSSSSS１００１００１００１００     Ｃｈｏｐｐｅｒ   ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ  ブラック地  ホワイト文字 

        株式会社ファイヤーマスタージャパン  www.firemaster.co.jp  Tel:03 3317 6000  Fax:03 3317 1363             １   

 

 


