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クルマのアーカイブ－
クルマのアーカイブ－４

ミニ プレミアム パーキングサイン

■英国車
英国車-１

ミニ モーリス

ランドローバー

レンジローバー
ミニ クーパー‘S

イギリス
ミニ クーパー コラージュ

ミニはセンチュリーカー第２位に選ばれ、生産数は５３０万
台を記録した。

ＳＳ３８Ｒ

イギリス

１９６４年、１９６７年、１９６７年、１９９１年に発売された
４モデルのコラージュ。
1946/1071cc.
1987/997cc, 1967/1275cc, 1991/Full Injection

モーリス ミニマイナー

10

イギリス

イギリス

１９５９年製の６２１AOK はライン生産第１号車。設計はア
レック イシゴニス。ミニはセンチュリーカー第２位に選ばれ、
生産数は５３０万台を記録した。

「３３ ＥＪＢ」はパディー・ホプカーク、ヘンリー・リドンを乗
せ、モンテカルロラリーで優勝した。

Ｓ３８

SS38

10-ＳＳ３８Ｒ／ＳＳ３８

￥４，７５０

英国製 ３０ｘ４５ｍｍ1.3kg､1mm 厚鋼板

10-Ｔ１２２ Mini Cooper Collage

￥２，７３０

10-Ｔ５１

英国製 30ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ

Mini Minor

￥２，７３０

英国製 30ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ

10-Ｔ５２ Mini Cooper‘S’

￥２，７３０

英国製 30ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ

ミニ カントリーマン イギリス
ミニ ＧＢ

イギリス

ミニはブリティッシュ モーターカーの技術者であるアレック・
イシゴニスの指揮するチームによって設計された。1956
年、新コンセプトカーとして着手されたものであったが、スエ
ズ動乱による、石油価格の高騰が転機となり、販売は増
加の一途をたどった。 後に生産数、５３０万台を記録し、
センチュリーカー第２位に選ばれた。

10-Ｔ１００

Min GB

英国製 30ｘ４１ｃｍ

￥２，７３０

エンボス仕上げ

ミニ クーパーS

イギリス

ミニはブリティッシュ モーターカーの技術者であるアレッ
ク ・イシ ゴニスの指揮す るチー ムに よって設計された。
1956 年、新コンセプトカーとして着手されたものであった
が、発売はスエズ動乱による、石油価格の高騰が転機と
なった。「３３ ＥＪＢ」はパディー・ホプカーク、ヘンリー・リド
ンを乗せ、モンテカルロラリーで優勝した。

10-Ｂ２５７

Ｍini Ｃooper‘S

￥３，７８０

ドイツ製 ２０ｘ３０ｃｍ Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ランド ローバー
ＳＳ５４

レンジ ローバー
パーキングサイン
ＳＳ６１

10-ＳＳ５４／ＳＳ６１

￥４，７５０

英国製 ３０ｘ４５ｍｍ1.3kg､1mm 厚鋼板パーキングサイ

ランドローバー ステーションワゴン
イギリス

ミニクーパー‘S
モーリス マイナー １０００ イギリス
イギリス
１９４８年、アレック・イシゴニス設計によって、もっとも有名

ミニはブリティッシュ モーターカーの技術者であるアレッ
ク・イシゴニスの指揮するチームによって設計された。1956
年、新コンセプトカーとして着手されたものであったが、スエ
ズ動乱による、石油価格の高騰が転機となった。後に生産
数、５３０万台を記録、センチュリーカー第２位に選ばれた。
１９６１～６９年生産。 ウッド・トリムの高級モデル。

10-Ｔ１０６

Mini CountryMan

英国製 30ｘ４１ｃｍ

パーペチュアル
(万年) カレンダー

「３３ ＥＪＢ」はパ
ディー ・ホプ カー
ク、ヘンリー・リド
ンを乗せ、モンテ
カルロラリーで優
勝した。
世界で最も有名
なクルマといわれ
ている。

￥２，７３０

10-ＣＬ２２ Mini Calender

エンボス仕上げ

モーリス マイナー

英国製 30ｘ４１ｃｍ

イギリス

￥２，７３０

エンボス仕上げ

オースチンヒーリー イギリス

10-Ｔ９７ Land Rover Station Wagon ￥２，７３０
英国製 30ｘ４１ｃｍ

エンボス仕上げ

10-Ｔ２３

Morris Minor 1000 ￥２，７３０

英国製 30ｘ４１ｃｍ

エンボス仕上げ

モーリス トラベラー

イギリス

ウッドトリム付高級モデル。
モーリス車は 1910 年ウイリアム・モーリスが自転車製造メ
ーカーとして創業。 24 年には英国フォードを抜き、51%の
市場シェア―を占めるに至った。モーリスマイナーは１９４８
年、アレック・イシゴニス設計によって、もっとも有名なモー
リス車となった。

10-Ａ０２５

Ｍｏｒｒｉｓ Ｍｉｎｏｒ

￥３，７８０

著名な自動車エンジニア兼デザイナー、ドナルド・ヒーリーと
ブリティッシュモーターカンパニーとの合弁事業合意により
誕生したオースチンヒーリーはＢＭＣからローコスト スポー
ツカーとして発売された。

10-Ｐ４１９６

ドイツ製 20x30cｍ Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

Ａｕｓｔｉｎ Ｈｅａｌｅｙ ￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ランド ローバー シリーズ １ イギリス

ランド ローバー シリーズ ２Ａ イギリス

1948 年アメリカの 4 輪駆動車、ジープに対抗して設計
された。錆びない、低重心アルミボディの一号車。

ランドローバーは英国王室初め、セレブリティーに愛用さ
れた。SR1 のバリエーション。エンジンの改良型。

10-Ｔ２８ Land Rover SR1
英国製 30ｘ４１ｃｍ

￥２，７３０

10-Ｔ５５ Land Rover SR2A

エンボス仕上げ

英国製 30ｘ４１ｃｍ

ランドローバー ファイヤーエンジン
イギリス

レンジローバー

￥２，７３０

エンボス仕上げ

イギリス

10-Ｔ６７ Morris Traqveller

￥２，７３０

英国製 30ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ

ランド ローバー シリーズ III

イギリス

パリ・ダカールラリーでは第一回、第 3 回、キャメルトロフィ
ーでは本戦用車両として 3 回採用された。ＳＲ１，ＳＲ２コ
イルスプリングがコイルに変更。

10-Ｔ３３ Land Rover 3
英国製 30ｘ４１ｃｍ

￥２，７３０

エンボス仕上げ

ランドローバー コラージュ イギリス

１９７０年生産開始。クラッシック レンジローバー。
ランドローバー以上のオフロード性能に高級乗用車と変わ
らぬ快適性を持つことを目標に開発された、ラクジュアリー
エステート カーである。

なモーリス車となった。

１９５８年シリーズ１，
１９７９年シリーズ３、

１９５８年シリーズ２,
１９９０年ディフェンダ-

英国の生んだ万能のマシンをうたうランドローバーは
自治体の小型消防車として広く採用された。

10-Ｔ９９

Fire Engine

英国製

30ｘ４１ｃｍ

株式会社ファイヤーマスタージャパン

￥２，７３０

10-Ｔ４３

エンボス仕上げ

英国製

www.firemaster.co.jp

Range Rover
30ｘ４１ｃｍ

￥２，７３０

エンボス仕上げ

Tel:03 3317 6000

10-Ｔ７７

Land Rover Collage ￥２，７３０

英国製 30ｘ４１ｃｍ

Fax:03 3317 1363

エンボス仕上げ

１０

