
            21212121                                        子供子供子供子供たちたちたちたち／／／／ペットたちペットたちペットたちペットたち／／／／メルヘンのメルヘンのメルヘンのメルヘンの世界世界世界世界――――１１１１                ■■■■子供子供子供子供たちたちたちたち 1111                                                    21212121    

   

ペアーズ  

ソープ 

イギリス 

 

１７８９年ロンドン、オッ

クスフォードに創立のペ

アーズは、世界で初め

て透明の石鹸を作った

会社。広告にはかわい

い子供たちの絵を多く

使った。 

 

ネッスル (ネスレ) 

ストロング 

スイス 

 

１８６６年設立のスイス

国籍の子供用食品会

社。現在食品会社とし

て世界一の売り上げを

誇る。英語読みではネ

ッスル、わが国でも、か

つては英語読みの会社

名を使っていた。現在

はネスレ社となった。 

 

 

 

 

 

 

 

ネッスル (ネスレ) 

ミルク 

スイス 

 

１８６６年設立のスイス

国籍の子供用食品会

社。現在食品会社とし

て世界一の売り上げを

誇る。英語読みではネ

ッスル、わが国でも、か

つては英語読みの会社

名を使っていた。現在

はネスレ社となった。テ

オフィーユ・スタインラン

制作ポスター。 

 

  

カイラ 

チョコレート 

スイス 

 

１８１９年、フランソワ・

カイラはスイスに初めて

近代的なチョコレート工

場を建設、自動化によ

って安価なチョコレート

を発売した。1899 年、

孫のアレクサンダーが

感謝を引き継ぐとミルク

チョコレートの製造を開

始した．現在はネスレ-

社の傘下にある。 

21-Ａ０５２  Pears Soap ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ０７９  ＮｅｓｔｌｅＫｉｎｄ Strong ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ１５１  Ｎｅｓｔｌｅｓ Ｍｉｌｋ    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ２４２  Ｃａｉｌｌｅｒ‘ｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

スワンペン 

イギリス 

 

万年筆の歴史。 

１８１３年のオノトの万

年筆製造以来、１８３２

年のペリカン、１８４５

年のスワンと続く。ちな

みに日本では、パイロッ

トが１９１８年、並木製

作所として活動を開始

した。最盛期は月産１０

０万本をおこなった。万

年筆は筆記具の主流で

あり、文化の象徴であっ

た。 

 

ネッスル 

ミルク  

スイス 

 

１８６０年代、薬剤師，

アンリ・ネスレは新生児

のための乳製品を発売

した。「ネスレ博士の小

麦粉ミルク」と呼ばれる

ようになった。後にチョ

コレート、インスタントコ

ーヒー「ネスカフェ」を発

売。 

 

 

ベンスドープ 

オランダ  

 

１８４０年、アムステル

ダムにジェラルド・アン

スドープによって設立

されたココア、チョコレ

ート工場。チョコレート

は 1828 年オランダで

バンホーテンがカカオ

マスから油脂分のココ

アバターを分離、粉末

のココアパウダーを作

る技術を発見し他のが

きっかけであり、オラン

ダはチョコレートとは特

別の縁がある。 

 

コパトーン 

アメリカ 

 

１９４４年発売のシェリ

ング・プラフ社の日焼け

クリーム。５３年、デザイ

ナー、ジョイス・バレンタ

インは娘のシェリーをモ

デルにしたポスターを製

作。後にアカデミー女優

になる、３歳のジョディ

ー・フォスターをモデルに

したテレビコマーシャルは

当時アメリカはもとより

日本中の話題をさらっ

た。 

５２-Ｄ１４２  Ｓｗａｎ Ｐｅｎ     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ５７５ Ｎｅｓｔｌｅ Ｋｉｎｄ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ４０４  Ｂｅｎｓｄｏｒｐ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ８０２   Coppertone￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

エディソン 

ボーイ 

アメリカ 

 

トーマス・エジソンが発

明した錫箔を巻いた円

筒式レコ－ドはやがて

蝋管式となり、１８８９

年にはエミール・ベルリ

ナーにより円盤式レコー

ドへと改良された。やが

てＬＰレコード、カセット

テープ、ＣＤへと繋がっ

てゆく。 

 

スシャール  

チョコレート 

スイス 

 

１８２６年、フィリップス・

スシャールによって作ら

れたチョコレート工場は、

84 年にプロシア王に注

文を受け、さらにロンド

ンやパリで開かれた博

覧会で成功を通じて、

19 世紀末には世界最

大のチョコレート会社に

成長する。 

 

リューガー 

チョコレート 

ドイツ 

 

チョコレートは 1828 年

オランダでバンホーテ

ンがカカオマスから油

脂分のココアバターを

分離、粉末のココアパ

ウダーを作る技術を発

見。その後、英国で砂

糖とココアバター混ぜ

て整形する方法が始ま

ったのがチョコレートの

原型である。リューガー

は王室御用達のチョコ

レートメーカー。 

 

カドベリー ココア 

イギリス 

 

キャドバリー社は 1８２４

年 食 料 品 店 とし て 発

足、31 年にはチョコレー

ト工場を立ち上げ、菓子

メー カー として成長 し

た。1968 年には美しい

絵のついたチョコレート

ボックスを発売し、バレ

ンタインデーの恋人へチ

ョコレーを送る習慣のき

っかけを作った。1969

年にはシュウェップス社

と合併、これは王室御

用達の名門同士の合併

であった。 

21-Ａ８６８  Ｅｄｉｓｏｎ Ｂｏｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-B０２２  Suchard     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

   21-Ｂ０８６   Ｒｕｇｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ｂ０９６ Ｃａｄｂｕｒｙ Ｃｒｉｃｋｅｔ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

マギ モンド 

ドイツ 

 

１８７２年ユリアス・マ

ギーはドイツ、ジンゲン

に食品会社を作った。

同社の作る、スープブ

イヨン始め工業食品

は、加水分解植物タ

ンパクを利用する肉エ

キスの安価な代替品

として日常食文化を

作ったと言われてい

る。現在ネッスル社の

スープ、ブイヨン、ソー

ス、ケチャップ製品の

ブランド。 

 

 

プリル 

洗剤 

ドイツ 

 

1８７６年創業の、ヘンケ

ル社は珪酸塩を使った

汎用洗剤を発売した。走

者の発売するペルシル

は初めて市販された合

成洗剤であり、これまで

は粉状過去形の石けん

しか存在しなかった。タ

ンカー事故で油にまみれ

た野鳥の羽を洗ったこと

でも有名。 

 

クロロドント  歯磨  

ドイツ 

 

クロロドント社は１９０７

年創業、８０年代まで存

続したの化学会社でチュ

ーブ入り歯磨剤を発売。

２４年にはヨーロッパで

最大のブランドを築き上

げた。 

クロロドントはＣｈｌｏｒｏｄｏ

ｎｔギリシャ語の Chloros 

(緑)とｏｄｏｎ(歯)の合

成語である。ちなみにチ

ューブ入りの歯磨剤は１

８９６年にアメリカ、コル

ゲート社で初めて売り出

された。 

 

ミルク スタウト 

イギリス 

 

ミルクを加えることでラ

クトーゼと糖分が加わる

ことから、甘味と腰が増

し、かつ高カロリーとな

る。マッセイズ・バーンリ

ーはミルク スタウトを作

る数少ない醸造所であ

った。第２時大戦時の

配給制度のにより、ミル

クスタウトのラベルの使

用と広告が禁止された

ことがある。 

21-Ａ０８７  Ｍａｇｇｉ Ｍｏｎｄ    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ５５１   Ｐｒｉｌ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ２９３  Ｃｈｌｏｒｏｄｏｎｔ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ４５７  Ｍｉｌｋ Ｓｔｏｕｔ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ファイファー 

チョコレート 

ドイツ 

 

チョコレートは 1828

年オランダでバンホー

テンがカカオマスから

油脂分のココアバター

を分離、粉末のココア

パウダーを作る技術を

発見。その後、英国で

砂糖とココアバター混

ぜて整形する方法が

始まったのがチョコレ

ートの原型である。 

 

プッチ 

歯ブラシ 

ドイツ 

 

「プッチ」は「エルスター

おばさんとキツネ」と言

う有名な民話のキャラ

クターである。旧東ドイ

ツ、ドレスデンにあっ

た、VED エルベ化学

社の子供用歯磨きの

マスコットとして使用さ

れていた。 

 

 

サンライト  

ソープ 

イギリス 

 

１８８４年設立の石鹸会

社。この当時、ほとんど

の家庭が自家製のせっ

けんを使用していたとい

われる。 

 

ホイト ジャーマン コロン  ドイツ 

 

オーデコロンは「ケルンの水」の意。4711 が有名であるが、そ

のほかにも所謂オーデコロンを販売する会社は数社あり、ホ

イト社もその一つであったようである。ボーダーコリーは犬の

中で最も知能が高いといわれ、イングランド、スコットランド、

ウェールスの国境(ボーダー)に多く存在し、この名前がある。 

 

オーダー 

21-Ａ０７５  Pfaiffer ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ５１７   Ｐｕｔｚｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ８６２  Sunlight Dogs  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ３１９ Hoyt German Colone ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１        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               ２１ 

 


