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ヒストリック スポーツカー ブガッティ 

ドイツ 

 

ブガッティ社は１９０９年、エットーレ・ブガッティが設立して

以来、最高性能スポーツカー・レースカーのメーカーとして

君臨した。第２、３回のモナコグランプリ、タルガ フローリオ

に優勝、伝説のレースカーの地位は現在も不動である。 

 

ヒストリック スポーツカー ＢＭＷ ３２８ 

ドイツ 

 

１９３８年発表、戦前の最も成功したスポーツカーといわれ

る。２リッターＯＨＶエンジン、８０Ｈｐ，１６０キロを記録。３

０年代には、ルマン、タルガ・フロリオ、ツーリスト・トロフィー

の２リッタークラスを総なめにした。 

 

ヒストリック スポーツカー TＹＰ３５６ 

ドイツ 

 

ポルシェ社はフェルディナンド・ポルシェが１９３１年創業。４

８年、フェルディナンドの息子、フェリー・ポルシェは開発コー

ド「３５６」を設計した。ここに居住性、実用性の高い、戦後

の小型スポーツカーの標準が出来上がった。 

 

 

ヒストリック スポーツカー ポルシェ ３５６ 

ドイツ 

 

ポルシェの名が使われた最初のモデル。タイプ３５６（４９ー

５５年）・１万４６６台、３５６Ａ（５５－５９年）・２万６８５

台、 ３５６Ｂ（５９－６３年）・３万１３９２台、 ３５６Ｃ（６３

－６５）・１万６６８４台である。 

 

14-Ａ８７９   Bugatti   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

14-Ａ６６１    BMW    ￥３，７８０  

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-Ｐ４１４６  Type 356  ￥３，７８０  

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ス光沢仕上げ 

14-Ｐ４１９３ Porshe 356B  ￥３，７８０  

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

ヒストリック スポーツカー コルベット 

アメリカ 

 

５４年、ＧＭは台頭しつつあったヨーロッパ製スポーツカー

への対抗心からシボレー・コルベットを発売した。 

 

ヒストリック スポーツカー  ミニ クーパー Ｓ 

イギリス 

 

５９年、Ｆ１，コンストラクター・チャンピオン、ジョン・クーパ

ーはアレック・イシゴニスと共同でミニクーパーを開発する。 

64，65，67 年のモンテカルロ・ラリーに優勝。現在でも最

も愛されるスポーツカーの一つに数えられる。 

 

ヒストリック スポーツカー  

オースチン・ヒーリー ＭＫ１  イギリス 

 

１９５２年、高性能、安価なスポーツカーとして設計され

た、世界初のモノコック構造、重量５９７ｋｇ、時速は１３０

ｋｍ 

 

 

 

 

ヒストリック レースカー 

フェラーリ テスタロッサ   イタリア 

 

1984年、パリサロンで発表され、フェラーリ512BB からﾌﾗ

ｯグシップの座を引き継いだ。250TR,500TR と区別するた

め新テスタロッサとも呼ばれる。シリーズは９６年まで続く。 

14-Ｐ４０８１  Corvette     ￥３，７８０  

    ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-Ｂ２５７ MINI Cooper’s￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-Ｐ４１９６ Austin Healey Mk1￥３，７８０  

  ドイツ製 20x30cｍ  ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

14-Ｂ４４４ Ferrari Testa Rossa ￥３，７８０  

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ヒストリック スポーツカー  

フェラーリ ディノ イタリア 

 

65 度 V 型 6 気筒 DOHC エンジンを持つ。在来の V 型 12

気筒と区別するため､夭折した長男「ディーノ」のブランドが

与えられた。1968年生産の２０６GT、翌年には246GTが

発表されている。 

 

 

ヒストリック スポーツカー フェラーリ２５０GTO 

イタリア 

250ＧＴＯは 1962 年、250ＧＴべルリネッタＳＷＢを改良

したモデル。ＧＴＯの生産は、3 リッター３６台、4 リッター3

台が製作されほとんどがレースで活躍、すばらしい戦績を

残した｡３９台は全て現存する。 

              

 

ヒストリック スポーツカー ポルシェ９１１ ドイツ 

 

１９６３年、３５６の後継機としてスタート。当初９０１の名

が冠せられていたが、プジョーのクレームがあり「９１１」と変

更した。ただし初期モデルは、９０１型と称される。その後、

９３０型、９６４型、９９３型、９９６型、９９７型と続く。 

 

 

ヒストリック スポーツカー 

ポルシェ スピードスター ドイツ 

 

ポルシェ社はフェルディナンド・ポルシェが１９３１年創業。４

８年、フェルディナントの息子、フェリー・ポルシェは開発コー

ド「３５６」を設計した。ここに居住性、実用性の高い、戦後

小型スポーツカーの標準が出来上がった。 

 

14-Ｔ９３   Ferrari Dino   ￥２，７３０   

    英国製   30x41cm  エンボス加工  

 14-Ｔ６３  Ferrari 250 GTO ￥２，７３０ 

      英国製   30x41cm  エンボス加工  

14-Ｔ６２   Porsche 911   ￥２，７３０      

英国製   30x41cm  エンボス加工  

14-Ｔ６５  Porsche Speedster  ￥２，７３０  

       英国製   30x41cm  エンボス加工  

 

第３回 

マイスターカップ  

ドレスデン 東ドイツ 

 

第３回、マイスターカッ

プ。１９５１年６月１６・７

日、東ドイツ、ドレスデン

で行われたアウトバーン

レース。戦後間もないド

イツでは２輪車が隆盛を

極め、NSU, DKW 等が

活躍した。当時はサイド

カーレースも同時に行わ

れたが、安全設備に対

する要求が２輪車と４輪

車では異なり、今日は」

別々に行われる。 

 

       

 ヒストリック レース 

オールドタイマー 

クラウゼン レネン 

クラウス峠レース 

スイス 

 

１９２２年―３４年、スイ

ス、クラウス峠で行われ

た山岳自動車レース。３

４年、ルドルフ・カラチオラ

（メルセデスＷ２５）は１３

６のカーブを含む２１．５

キロの未舗装コースで、

信じがたい、８３．９ｋｍ

平均速度記録した。 

 

ヒストリック レース 

アウトウニオン 

公道世界記録 

ドイツ 

 

１９３７年、ベルント・ロ

ーゼマイヤーはアウト・

ウニオン、Ｐワーゲンで

公道における世界記

録を達成、時速４００ｋ

ｍであった。ローゼマイ

ヤーハは 1938 年さら

なる記録に挑戦する

が、運転不能に陥り死

亡する。 

 

 

ヒストリック レース  ベルリン アブスレース場 

ドイツ 

 

ベルリン郊外のレース場。１９０７年、ドイツ自動車クラブが

イベントや自動車テスト用に企画建設した。第一回ドイツグ

ランプリはじめ多くのイベントが行われた。 

３－８４８Meistershafslauf ￥３，７８０ 

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

14-Ｂ２６５  Klausenrennen  ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-２０２８５AutoUnion Weltrekorde 

￥３，７８０ イツ製 20x30cｍ  ３Ｄ立体パネル  

14-２０３３２  Avus Rennen  ￥４，０００、 

 ドイツ製 ３０ｘ４０cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ヒストリック  

レース 

 

ＡｖＤ  

オールドタイマー 

グランプリ 

ドイツ 

 

ＡｖＤ（ドイツ自動車ク

ラブ(「オートモビルク

ルブ・フォン・ドイッチュ

ラント」は(ＡＤＡＣと

は別の組織）は、「ドイ

ツ グランプリ」の主催

団体。オールドタイマ

ー グランプリも主催

する。 

 

 

ヒストリック  

レース 

 

ニュルブックリング 

７１ ＧＴグランプリ 

ドイツ  

 

 

ニュルブックリンクはホッ

ケンハイムと並んでドイ

ツを代表する自動車レ

ース場。写真は１９７１

年、「ツーリング・カーの

グランプリ」のポスター。 

 

 

ヒストリック 

レース 

ドイツ 

 

ジルバープファイル  

（シルバーアロー） 

 

１９３４－３９年及び５４

-５５年に活躍した、メ

ルセデス・ベンツとアウト

ウニオンのＦ１、スポーツ

カーの総称。３４年、メ

ルセデス・ベンツＷ２５

は車体のペイントを剥が

し 1kｇの減量に成功、

新規則に適合し予想通

りの好成績をおさめたこ

とからそう呼ばれる。 

 

ヒストリック レー

ス 

 

ＡＤＡＣレネン ＡＤＡ

Ｃ１０００ｋｍ 

レース  

ドイツ         

 

１９６２年、ドイツ・ニ

ュルブックリンクで行

わ れ た 、 世 界 選 手

権。主催者はドイツ

自動車連盟（ＡＤＡ

Ｃ）。わが国のＪＡＦに

相当する自動車クラ

ブ。 

   

14-２０２８６ AvD Oldtimer GP84  

￥３，７８０   ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

14-２０２１６ Nurburgring 1971￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-Ｂ１８０ Silverpfeile ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-２０３５２  ADAC Rennen  ￥４，０００ 

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ       
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