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ペルシル グリーン 

ドイツ 

 

ペルシルは多国籍企

業、ヘンケル社の自己

活性化を利用する洗濯

石鹸のブランドであり、

これによって洗剤の革

命が起こったといわれ

る。ペルシルは過ホウ

サンナトリウムを意味す

る“SodiumPerPerPerPerborate“ 

と珪酸塩”silsilsilsilicate“ 

の頭文字をとった造語

である。英国ではユニ

リーバ社が発売するプ

レミアムブランドとなっ

ている。 

 

 

ペルシル ブル- 

ドイツ イギリス 

 

ペル シル は 多国 籍 企

業、ヘンケル社の自己

活性化を利用する洗濯

石鹸のブランドであり、

これによって洗剤の革

命が起こったといわれ

る。ペルシルは過ホウサ

ンナトリウムを意味する

“SodiumPerPerPerPerborate“ 

と珪酸塩”silsilsilsilicate“ 

の頭文字をとった造語

である。英国ではユニリ

ーバ社が発売するプレミ

アムブランドとなってい

る。 

 

 

ＶＷ  

ファミリーカー 

ドイツ 

 

フォルクスワーゲンは日

本語では「国民車」。わ

が国へは、１９５２年､

当時のノルトホフ社長

が米国経由で来日、４

台のタイプ１(ビートル)

をもたらした。５３年に

はヤナセが１０８台を輸

入、翌年日本輸入販売

権を取得した。 

 

リケ プラリネン 

チョコレート 

ドイツ 

 

１７４５年、ライプチッ

ヒに創立したリケ社は,

日本,中国よりの茶輸

入で知られ、後にはコ

コア、チョコレートの製

造を行った。この会社

にはゲーテもよく出入

りし、社長のリケに宛て

た手紙が残っている。

ポスターは１９世紀末

を彩った画家の一人、

ルードビッヒ ホルべイ

ンの有名な作品。 

22-P9２39  Persil Grun   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-Ｐ９２９５  Ｐｅｒｓｉｌ Ｂｌｕｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ９１４２ VW Er gohort zur Farr￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-B150   Riquet Pralinen  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

クノール スープ皿 

ドイツ 

 

1838 年、カール・クノールにより創立された、食品メーカ

ー。現在はユニリーバー グループの中で最大の販売シェア

―を占める。 

 

コカコーラ 

ファウンテン 

アメリカ 

 

1868 年、炭酸水の人

工的製法が発明される

と，薬効があると思わ

れていた炭酸水を調合

して飲ませるソーダ フ

ァウンテンが多くの薬

局に併設されるように

なった。 

 

コカコーラ 

スプライト ボーイ 

アメリカ 

 

コカコーラの原液は、

アメリカで調製され、世

界中に輸出されてお

り、各地のボトリング会

社によってコーンシロッ

プ、砂糖などで薄めら

れ、更に炭酸水で割ら

れたのちに、瓶詰め、

缶詰めされ販売され

る。スプライトは妖精の

こと。「スプライト」は炭

酸飲料、現在はあまり

見られない。 

 

マギー  

キンダー 

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。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

となっている。 

 

22-Ｐ４３２１ Knorr Suppen Tafeln￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

29-Ｃ１２４  Our Fountain  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げげ 

29-Ｃ００６   Sprite Boy   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

22-Ｂ３９４  Ｍａｇｇｉ Ｋｉｎｄｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

キャンディー＆ 

カンパニー 

シューメーカー 

アメリカ 

 

コネティカットの靴メー

カー。「悪天候用の耐

久性に富んだ靴」が

売りであった。 

 

エクリプス 

イギリス 

  

エクリプスとは日蝕、月

蝕の意。イギリス、エク

リプス社のシーツの広

告である。 

イラストの作者は 1900

年初頭に活躍したマベ

ル・ルーシーアットウェ

ルである。彼女のメル

ヘンチックな画風は現

代でもフアンが多い。 

 

 

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。本来はドイツの固有の香水

である。 

 

チャーリー 

チャップリン 

キッド  アメリカ 

 

１８８９―１９７７年。

イギリスの映画俳優。

映 画 監 督 コメデ ィア

ン、プロデューサー。ヒ

ットラーと同じ年の生

まれ。１９２１年作品、

「キッド」は最初の長編

作品。モダンタイムス、

独裁者等の多くの作

品を残す。アカデミー

特別賞特別名誉賞を

始め多くの受賞があ

る。 親 日 家 でも あ っ

た。 

24-Ｂ３８３  Candee & Co.   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2２-Ｂ２９７ Ｅｃｌｉｐｓｅ Ｓｈｅｅｔｓ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ３１９ Hoytｓ German Colone￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-Ｐ４２７８  Ｋｉｄｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

メツラー ゴム靴 

ドイツ 

 

グミシューは、雨や雪から守るために使用する、ゴム製の靴

の意。 

 

 

 

 

 

オクソ  

ミルク 

イギリス 

 

牛肉エキス製造会社、

OXO はロンドン、テー

ムス川河畔の OXO タ

ワーで有名。19 世紀

に建てられた、郵便局

の建物を、OXO 社が、

アールデコ調に建て替

えたもの。今ではロンド

ン名物の一つとなって

いる。 

 

 ワイン フライブルグ  ドイツ 

 

フライブルグはドイツ南部、シュバルツバルト（黒い森）に隣

接するライン川沿いの地域。現在は環境都市としても有名

なワイン産地。 

 

ロンドン アンダーグラウンド  イギリス 

 

1908 年、ロンドン、ウッドレーンで英仏博覧会が行われ

た。フランス、ミシェランと英国、ジョニーウォーカーが一緒

のポスターに描かれている。ちなみに、1863 年、メトロポ

リタン鉄道によって最初のロンドン地下鉄が開通してい

る。 

22-B２２４ＭｅｔｚｅｌｅｒＧｕｍｍｉｓｃｈｕｈ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-Ｂ１９２  OXO   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-Ｄ０５１ Ｄｒｅｓｓ ＆ Ｆｏｓｔｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２３-Ｂ１７７  Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

サンライト  

セイフ 

イギリス 

 

1885 年設立の英国

の石鹸会社。グリセリ

ンとパームオイルを使

用した製品は、これ

まで動物油脂を使用

していた製品と比べ

たいへんすぐれてお

り、すぐに大人気とな

った。これは同社のド

イツ向け広告。 

 

 

タンテ ファニー  

ピザタイム 

ドイツ 

 

「おばあさんのお尻」の

ように大きくてふっくら

した新鮮なピザ生地が

キャッチ コピー。 

 

 

ベルリナーキンデル 

ボトルビール  ドイツ 

 

１８７２年に設立した醸造所は１９１０年にはベルリナー キ

ンデル社と改称、ジョッキから子供がのぞくという、ビールと

してはユニークな商標を１９０７年以来使用している。 

 

 

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

焼け止めクリーム。５

３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

したポスターを作成。

数年後、アカデミー女

優になった、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

ーシャルを作成、話題

をさらった。 

 

22-Ｐ４０５６  Ｓｕｎｌｉｇｈｔ ｅｉｆｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-Ｐ９５３２ Tante Fanny    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｐ４１２２A ＢｅｒｌｉｎｅrＫｉｎｄｌ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ８０２   Coppertone ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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