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モーリス ミニマイナー イギリス 
 

設計者、アレック・イシゴニス。 「ベストカー・オブ・ザ・セ

ンチュリー」に T 型フォードに次ぐ 2 位に選ばれた。 

 
ミニクーパーＳ イギリス 

 
モンテカルロ・ラリー、1964，65，67 年優勝。 ６６年

にも出場、ベストタイムを記録したが、規則不適合があ

り失格となった。  

 
ミニ ＧＢ イギリス 

 
エリザベス 2 世、ビートルズメンバーなど世界中のスーパ

ーセレブに愛される。 

 

 

 

  

 

  

 
ミニクーパー コラージュ イギリス 

 
日本では、ベンツ、フォルクスワーゲンと輸入車のトップ

の座を争った。 

 
 
 

15-Ｔ５１   Mini Minor   ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ｔ５２  Mini Cooper‘S’  ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ｔ１００   Ｍini GB     ￥２，７３０ 
英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ｔ１２２ Mini Cooper Collage ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

  
カントリーマン  イギリス 

 

１９６１－６９年、英国のみで発売された。標準的な２ド

ア エステートモデル。観音開きのバックドアを装備して

いる。 
 

 
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

一つに数えられている。 

 
モーリスマイナー イギリス 

 
１９４８年、アレック・イシゴニス設計。モーリス車の中で「も

っとも有名なモーリス車」となった。 

15-CＬ２２ Mini Calendar  ￥２，７３０ 英国製 

30x41cm エンボス仕上げ  
１５－T106 Mini Countryman   ￥２，７３０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ     

15-Ｂ２５７  Mini Cooper’S   ￥３，７８０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ     

15-Ａ０２５ Ｍorris Minor 1000 ￥３，７８０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ  

 
ミニクーパー  

プレミアム パーキングサイン 
イギリス 

重量 1.3kg｡ 
英国 FTTD 社製 

 

ミニレッド 

イギリス 
重量 1.3kg｡ 

英国  
FTTD 社製 

 
ミニは１９６０年

代の文化を強く

彩った。映画、ミ

ュージシャンを通

じて存在感を焼

き付け、ビートル

ズのメンバーや

エリザベス女

王、「Ｍｒ. Ｂｅａ

ｎ」の愛車もミニ

であった。 

 

ミニブルー 

イギリス 

 
重量 1.3kg｡ 

英国 FTTD

社製 
 

センチュリーカー

（２０世紀を代表

する車）として、

Ｔ型、フォードに

次ぐ第２位に選

ばれた。世界で

最も愛されてき

た車と称賛され

る。 

 
ロンドン カーナビ― ストリート イギリス 

 

ロンドン カーナビ―ストリートは最高級デザイナー服、素敵

なバー、カフェーが集まる。ディーゼルやアニマルなどは必

見である。１９６０年、タイム誌によってロンドンの最先端を

行く町として称賛された。 

15-ＳＳ３８Ｃ Mini Parking Sign  3０x45cm 
ブラック地 文字ホワイト  ￥４，７５０ 

15-SS38R     Mini Red   ￥４，７５０ 
英国製  ３０ｘ４５ｃm  レッド地  ホワイト文字 

15-SS38   Mini Blue    ￥４，７５０ 
英国製  ３０ｘ４５ｃm  ブルー地  ホワイト文字 

15-Ｔ１０４Ｃ Carnaby Street  ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

 
ロンドン ピカデリー サーカス  
ストリート サイン  イギリス 

 
ロンドン中心部、ウェストミンスター区にある。ピカデリー・ス

トリートとリージェント・ストリートの接合点。近くは有名な小

売店、劇場等密集する。 

 
ロンドン トラファルガー スクエアー 

ストリート サイン  イギリス 
 

１８０５年、ナポレオン戦争のネルソンによるトラファルガー

海戦（対フランス、スペインの連合艦隊）の勝利を記念して

名づけられた。政治演説や集会で有名。 

 
ロンドン オックスフォード 

ストリート サイン  イギリス 
 

ロンドン、ウエストミンスター区にある２キロの大通り。年間

２億人が訪れ、ヨーロッパでもっとも人通りの多いショッピン

グストリートである。 

 
ロンドン ダウニング ストリート 
ストリート サイン  イギリス 

 
英国首相官邸で有名なダウニング・ストリートはホワ

イトハウス宮殿跡の官庁街。 

 
 
 

15-Ｔ１０４Ｐ Piccadilｌy Circus. ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ｔ１０４Ｔ Trafalgar Square ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ｔ１０４Ｏ Oxford Street  ￥２，７３０ 
 英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

15-Ａ７７６  Downing Street   ￥３，７３０ 
英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

   

 ロンドン ウォータールー ステーション イギリス 
 

英国で最も乗降客の多い駅。１８４８年創業。１９００

年に改装に着手、１９２０年に現在の永輝が完成。駅

のたたずまいは今日もほとんど変わらない。 

 

ロンドン 地下鉄  イギリス 
 

ウッドレーン行きのロンドン地下鉄。ウッドレーンは展示会

で有名。地下鉄は１８６３年開業した。ジョニー ウォーカ

ーのキャラクターは１８７０年、ミシェラン ビバンダムは１

８９８年に生まれた。 

 
ロンドン  
ホース ガード 
イギリス 
 
ホワイトホール前で毎

日１０時から４時まで

１時間おきにお行わ

れるホースガードの交

替パレード。 

 
テディ―  
タムタム 
イギリス 

 
テディータムタムは｢ テ

ディー タムタムの大冒

険｣の主人公。テディー

タムタム社はロンドンに

ある玩具会社である。 

元来、テディ―ベアはド

イツで作られたとされる

が、アメリカ大統領、セ

オドア ルーズベルトの

名にちなんで命名され

た。 

パトリック・ローリーのイ

ラスト。 

15-Ａ８８９  Waterloo Station  ￥３，７３０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ      

15-Ｂ１７７   Underground   ￥３，７３０ 
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ     

15-Ａ４７３ London Horse Guard￥３，７３０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ    

15-Ａ６２５  Teddy Tum Tum  ￥３，７３０  
   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ     
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