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イプソ 

粉せっけん 

イギリス 

 

イプソ社の粉せっけん

は現在でも変わらな

いパッケージで販売さ

れている。タブで丸洗

いする子犬の表情が

可愛い。 

 

 

ヒズ マスターズ ボイス（ＨＭＶ）  ドイツ 

 

亡き主人の声を蓄音機で聴き首をかしげるニッパーの物語

はあまりにも有名であり、広告イメージとしても世界中で愛

されるものの一つ。ＲＣＡ， ＪＶＣのブランドとしても使用さ

れた。作者はニッパーの飼い主の弟、フランシス バロード

である。ドイツ グラマフォン社の広告。 

 

 

ヒズ マスターズ ボイス（ＨＭＶ） 

イギリス 

 

亡き主人の声を蓄音機で聴き首をかしげるニッパーの物語

はあまりにも有名であり、広告イメージとしても世界中で愛

されるものの一つ。ＲＣＡ， ＪＶＣのブランドとしても使用さ

れた。作者はニッパーの飼い主の弟、フランシス バロードで

ある。 

 

 

フィド 

カルフォルニア シトラス アソシエイション 

アメリカ 

 

カルフォルニアのオロシ フットヒル柑橘出荷組合のラベル

デザイン。デザイナーは不詳であるが、アンティック 

デザインとしては有名でコレクターに人気がある。 

24-Ａ053 Ipso     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-B249 Gramaphone   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ａ４７５ His Masters Voice   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ３１８     Fido  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

カサノバ 

シガレット 

ドイツ 

 

ドイツ、カサノバ シガレ

ットの広告。ポスターの

作者はルードウィッヒ･

ホルベイン。 

アンティック広告ポスタ

ーでも上位の人気をほ

こる。 

 

ホイト ジャーマン コロン  ドイツ 

 

オーデコロンはフランス語でケルンの水の意。本来はドイ

ツ、ケルンの固有の香水であるが、ナポレオンの軍隊のケ

ルン占領により知ることとなれこととなり、フランス語で世

界に広まった。4711 が有名であるが、その他にもコロンメ

カーがあり、ホイトもその一つ。 

 

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

の石鹸を使用してい

たといわれる。イギリ

スメーカーであるが、

ヨーロッパにも広く輸

出されていた。 

 

テネンツ 

ラーガービール 

イギリス 

 

1740 年、Ｈ＆Ｒ テネ

ンツのドライゲート醸造

所は、1885 年スコット

ランド、グラスゴーでテ

ネンツ ペールビールを

作った。会社は現在ア

ンホイザーブッシュ イ

ンベブ社に属してい

る。スコットランド最大

のブランド。 

 

24-Ａ８０９  Casanova    ￥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 

24-Ａ８６２  Sunlight Dogs  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ａ４５５ Tennents Hund ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

パターソン  

ドッグ 

 

マッチ 

アイルランド 

 

19 世紀半ばに赤燐

と塩素酸カリウムを

利用し頭薬と側薬を

一緒にすりつけない

と発火しない安全マ

ッチが登場した。そ

れまでは、鋼鉄の火

打石(火打石、火打

金、穂口の 3 点セッ

ト)が使用されてき

た。 

 

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。 

 

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した

ペアーズは、初めて透

明の石鹸を作った。ペ

アーズの広告は常に可

愛い子供が登場するこ

とでよく知られる。 

 

チャンピオン 

スパーク プラグ 

アメリカ 

 

チャンピオンはアメリカ

合衆国の点火プラグ

製 造 会 社 で あ る 。

1907 年にアメリカの

ボストンにてストラナハ

ン兄弟に より設立 さ

れ、世界初の量産自

動車であるフォード・モ

デル T 以来、世界の自

動車メーカーに採用さ

れ続けている。 

 

24-Ａ５１２ Paterson’s Dog ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ３８３  Candee & Co.    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2１-Ａ０５２  Pears Soap ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｂ３２２  Ｃｈａｍｐｉｏｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

キティーズ  

ティー 

イギリス 

 

紅茶は中国で栽培され

ていた低木の茶樹から

作られていたが、1823

年インドのアッサム地方

で高木の別種の茶樹

が発見され、以後イン

ド、スリランカでの栽培

が盛んとなった。ヨーロ

ッパで多く飲用され、最

も紅茶を飲むのはイギ

リス人であったが、アイ

ルランドが 2008 年現

在、消費量で世界一で

ある。 

 

 

ペリー・バー  

グレーハウンド 

イギリス 

 

１９２8 年グッドウッド

レース場で行われた、

グレーハウンド レース

の案内広告。作成者

はＬＭＳ（ロンドン ミッ

ドランド＆スコットラン

ド鉄 道（ ＬＭＳ ）であ

る。バーミンガムのペリ

ーバー地域は(小さい

丘、東京の山の手)ほ

どの区域。グッドウッド

は自動車レース場とし

ても有名である。 

 

ネッスル キント 

スイス 

 

画面の下部に「80 年

のミルク研究に支えら

れた、赤ちゃんの友」と

あることから 1940 年

代の広告であるとわか

る。ネスレ社は 1860

年代にアンリ・ネスレ

によって創立された。

わが国ではチョコレート

会社として有名であ

る。 

 

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。 

 

24-Ｂ０８８  Kitty's Tea ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ａ８９７  Ｐeｒｒｙ Barr  ￥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 

24-Ｂ２９７  Ｅｃｌｉｐｓｅ Ｓｈｅｅｔｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

コカコーラ 

ガール＆ドック 

アメリカ 

 

デリシャス＆リフレッシ

ングはコカコーラのキャ

ッチフレーズとなり、

5￠の価格での大量

販売が行われた。 

 

 

ブラック ＆ホワイト 

(カラー) 

イギリス 

 

ジェームス ブキャナン

のブレンドウイスキー

｢ハウス オブ コモ

ン｣は 1890年代にス

コッチテリアのラベル

が使用されたが、これ

がいつの間にかブラ

ンド名となった。英国

内ではこのブランドは

使用されていない。 

 

ブラック ＆ホワイト 

イギリス 

 

ジェームス ブキャナンの

ブレンド。 ウイスキー

｢ハウス オブ コモン｣

には 1890 年代に白と

黒のスコッチ テリアの

ラ ベ ル が 使 用 さ れ た

が、これがいつの間に

かブランド名となった。

英国内ではこのブランド

は使用されていない。 

 

コパトーン 

イギリス 

 

１９４４年発売のシェリ

ング・プラフ社の日焼け

クリームのブランド。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

ポスターを作成。数年

後、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話

題をさらった。 

 

 

24-Ｃ０３３  Girl & Dog ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｄ１６３ Ｂｌａｃｋ＆White(Col) ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｄ１７５ Ｂｌａｃｋ&White  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ 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 

    ｃ 
 


