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オペクタ 

オランダ 

 

１９３３－５３年、オペ

クタ商会はアンネ・フラ

ンクの父親のジャム製

造会社。ドイツ ケルン

で設立された会社は、

ナチの迫害を逃れ、オ

ランダ、アムステルダム

に移った。２年間、この

会社の屋根裏にアンネ

が隠れていたことで有

名になった。 

 

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。 

 

 

Ｓｐａ 

歯ブラシ  イギリス 

 

歯ブラシは 17 世紀頃か

らヨーロッパでも使用さ

れるようになったが､19

世紀に大量生産されるま

では余り一般的ではな

く、1938 年にはテュポン

社がナイロン製の歯ブラ

シを売り出す頃に一般化

した。ＳＰＡのポスターは

ジョン フリーマン社の歯

ブラシの広告。わが国で

1960 年代、だっこちゃん

人形がブームになったが

そっくりのイメージ。 

 

 

エルダール 

シューポリッシュ 

ドィツ 

 

エルダール社の「赤ガエ

ル」印、靴クリーム。 

 

「靴磨きクリームの歴

史」 

 

1851年、最初の靴磨き

クリームと言われる｢パ

ンチ｣がアイルランドに

現れる。さらに 20 世紀

に入ると、革靴と軍靴の

普及に伴い、急速にそ

の需要が高まった。 

23-Ａ０８９  Ｏｐｅｋｔａ     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-Ａ０８７ Ｍａｇｇｉ Ｍｏｎｄ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-Ｂ０６３  Ｓｐａ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-A058  Erdal    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ショコラ デ  

ビラール  スイス 

 

1901 年創業、スイスの

チョコレート会社。スイス

西部、フライブルグ州ビ

ラール シュル グレーネ

にある。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。 

 

ダリア 歯磨き粉 ポルトガル 

 

「ダリア」はチューブ入りの歯磨きのブランドである。 

ポルトガル人、ロベルトのカラー リトグラフポスター。オリジ

ナルのポスターはときどきオークション市場に現れるが、通

例 10 万円程度で取引されている。 

 

メツラー ゴム アウタ―シューズ 

ドイツ 

 

グミシューは、ゴム靴の意。 

 

 

 

 

 

 

    

  フォックス家のディナー  イギリス 

 

ハンティングを終えたフォックス一家のクリスマス ディナー  

風景。人間と狐の立場が反対になっている。 

1997 年の総選挙で公約として掲げたトニー・ブレアは、当

選後上下院で７00 時間の討議を重ね、2004 年キツネ狩

りが正式に禁止された。 

 

 

23-Ｂ113Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ ｄｅＶｉｌｌａｒｓ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-Ｂ０７３  Ｄａｌｉａ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-B２２４ Ｍｅｔｚｅｌｅｒ Ｇｕｍｍｉ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５４-Ｂ４３５ Ｍｒ．Ｆｏｘ‘ｓＤｉｎｎｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ネッスル ミルク 

 

(ネスレ) 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

社名を使っていたが、

現 在 は ネ ス レ と な っ

た。テオフィーユ・スタイ

ンレン制作ポスター。 

  

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。 

 

プッチ ツースブラ

シ 

ドイツ 

 

歯ブラシは 17世紀頃

からヨーロッパでも使

用されるようになった

が､19 世紀に大量生

産されるまでは余り一

般的ではなく、1938

年にはテュポン社がナ

イロン製の歯ブラシを

売り出す頃に一般化

した。 

 

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た。 

25-Ａ１５１  Ｎｅｓｔｌｅｓ Ｍｉｌｋ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-Ａ２４２  Ｃａｉｌｌｅｒ‘ｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

23-A517  Putz   ￥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 

 

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。 

 

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、１８３

２年、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

１００万本を標榜する

メーカーもあった、万年

筆はこの時代の花形

商品であった。 

 

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

風は現代でもファンが

多い 

 

 

バスケットを持つ猫  

スペイン 

 

バルセロナの整体クリ

ニック、「カサ セガー

ラ」の広告ポスター。 

23-Ａ５５１ Ｐｒｉｌ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５２-Ｄ１４２  Ｓｗａｎ Ｐｅｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ２９７ Ｅｃｌｉｐｓｅ Ｓｈｅｅｔｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2５-Ａ９０５  Katze mit Korb ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ハンブルグ 

世界の窓 

ドイツ 

 

ハンブルグはドイツ最

大の港湾都市。9 世

紀初頭にシャルルマー

ニュ大帝の命で作られ

た城の名前に由来し

てハンマの城（ブルグ

は城の意。）と名付け

られた。古くはハンザ

同盟の盟主であり、

1900 年代に入って

は、アメリカ、アジア南

米への起点として栄え

た。 

 

レングラン ビール 

フランス 

 

レングラン醸造所はパ

リの北２００キロ、リー

ル近郊にあるにあるビ

ール醸造所。１Ｇ．ピ

アナの１９２７年発行

のビンテージ ポスタ

ー。左上には「どうどう

たる飲みっぷり」とあ

る。フランスのポスター 

コレクションの中には

必ず登場する有名な

作品。 

  

25-Ｂ11９ Ｈａｍｂｕｒｇ ｄａｓ Ｔｏｒ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０－D２２６ Lengrand   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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