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アリエル  

１９５８ 

イギリス 

 

アリエル スクエアー 

フォーは１９３１-５８

年まで製造された傑

作車。 

アリエルなしには、バ

イクは語れな 

 

ＡＤＡＣ 

ドッグ 

ドイツ 

 

ＡＤＡＣはドイツ自動

車連盟。機関紙「モ

ーターワールド」の表

紙デザイン。 

 

コンチネンタル 

ドイツ 

    

自転車は１８１７年、ド

イツ人、カール・フォン・

ドライスによって発明

された木製の乗り物

で、２個 の車 輪 を備

え、前輪で向きを変え

ることができた。ドイツ

のタイヤメーカー、コン

チネンタルは１８９２

年、自転車用空気入

りタイヤを発売した。

自転車は快適な乗り

物となった 

 

ベスパ 

ホフマン 

ドイツ 

 

1950 年頃のベスパ

のドイツ代理店ホフ

マン社の広告看板。

このころのベスパの

セールスは 5 万台程

度であった。現在で

はベスパの販売数

は年間１００万台を

超え、世界中のベス

パ クラブメンバーは

５０万人を超える。 

ベスパの 

2222４４４４ｂｂｂｂ----ＢＢＢＢ３２１３２１３２１３２１  Ariel  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２4ｂ-２０２６５  ＡＤＡＣ Ｄｏｇ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４７-Ａ８３３ Continental Rod ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２４ｂ－Ｂ８７２ Ｖｅｓｐａ Hoffmann ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

 

シェル  

モーター 

オイル  

イタリア 

 

イタリア シェルのオイ

ル広告。 

｢ あ なた の 旅 の お友

達｣とある。1930 年

代の車とペットと若い

女性。白の基調の中

でシェルのオイルカン

の デザイ ンがかわい

い。 

 

 

サスペンス 

イギリス 

 

「祈り」と名付けられたプリント画は、2 匹のペットが見つめ

る中で食事の祈りをする病床の少女が描かれている。イギ

リスでは非常に人気のグラフィック。 

 

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。 

 

ブルドッグ ブリューワリー  アイルランド 

 

１８４８年創業のロバート ポーター社はリバプールに本拠を 

置き、ギネス、バスのエールに独自のブルドックのラベルを 

張り加えて販売した。ちなみにバスは１７７７年設立の会社 

であるが、英国で初めての商標登録を行った会社である。 

２４ｂ-Ｐ９４５４  Shell Motor Oil ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２４ｂ－Ｎ４  Ｓｕｓｐence  \２,７３０ 

英国製 ３０ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ 

２４ｂ-Ｂ１７７ Underground   ￥３，７８０  

   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ１７４  Ｂｕｌｄｏｇ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

テディ―  

タムタム 

イギリス 

 

テディータムタムは｢ア

メージング アドベンチ

ャー オブ テディー タ

ムタム｣の主人公。イ

ラストはパトリック・ロ

ーリーの作品。なお、

テディ―ベアはアメリ

カ大 統 領 、 セオド ア

（通称テディー）ルーズ

ベルトの名にちなんで

命名された。テディー

タムタム社はロンドン

にある玩具会社。 

                

 

キャンユウー 

アメリカ 

 

2.8 秒以内ででフェン

スまで追い詰めるぜ。

貴方はソンなこと出来

る？ドーベルマンが放

し飼いになっている屋

敷には入り込まないほ

うがいいようです。猛

犬あり注意の看板の極

め付けです。 

 

フライズ 

アンアプローチャｂ 

ブル  イギリス 

 

フ ラ イ 社 は 1759

年、ジョセフ・フライ

に よ っ て 創 立 され

た、イギリスのココ

ア、チョコレートメー

カー の 草 分 けであ

る。1847 年にチョコ

バーを始めて作った

ことで知られ、1919

年、カドバリーの傘

下に入る。子供の大

好きなチョコレートを

がっちり守っている

デザインが卓抜。 

 

ハロー フロッケ  ドイツ 

 

ドイツニュールンベルグ動物園で誕生した、シロクマ。その愛

くるしいしぐさから一躍世界の人気者に。ベルリン動物園で

生まれたｸﾇｰﾄ同様世界中に発信され大人気となった。フロ

ッケは「雪のかけら」の意。 

 

２４-Ａ６２５  Teddy Tum Tum  ￥３，７８０  

   ドイツ製 20x30cm ３Ｄ立体 ニス光沢仕上げ     

45b-A462  Can you  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２４ｂ－Ｎ４２  Fry’s Unapproachable 

\２，７３０ 英国製 ３０ｘ４１ｃｍ エンボス仕上げ 

４０-Ｄ２２６  lengrand ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

コカコーラ   

スライディング 

ベア― 

アメリカ 

 

コカコーラ発祥の地は

ジョージア州アトラン

タ。現在も本社はアト

ランタにある。 

 

 

コカコーラ  ピク

ニック 

アメリカ 

 

コカコーラ発祥の地は

ジョージア州アトラン

タ。現在も本社はアト

ランタに 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロー フロッケ   

ドイツ 

 

2008 年、ドイツ南

部、ニュールンベルグ

動物園でホッキョクグ

マのフロッケ(雪片の

意)が初公開され、ド

イツ中が熱狂した。フ

ロッケは母熊が育児

放棄をしたため,人工

飼 育 され た 。 2006

年にもベルリン動物

園でクヌートが育てら

れたが,いずれも世界

的大ニュースとなる。 

 

ハロー フロッケ 

ドイツ 

 

2008 年、ドイツ南部、ニュールンベルグ動物園でホッキョク

グマのフロッケ(雪片の意)が初公開され、ドイツ中が熱狂し

た。フロッケは母熊が育児放棄をしたため,人工方法で飼育

された。2006 年にもベルリン動物園でクヌートが育てられ

たが,いずれも世界的大ニュースとなる。 

29-Ｃ０４３  Bear Sliding   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０４２ Bear P+icnic  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

２４ｂ-P9628 Ｆｌｏｃｋｅ３ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２４ｂ-P9426  Ｆｌｏｃｋｅ２ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アップン 

アトム 

カルフォルニア 

キャロット 

アメリカ 

 

 

カリフォルニアのニンジン

の広告。 

 

ニンジン： アフガニスタ

ン原産のセリ科ニンジン

属の野菜。日本へは 16

世紀に紹介され、葉も根

と同様食用にした。 

    

  フォックス一家のディナー  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。 

 

 

ショコラ デ ビラ

ール 

フランス 

 

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。 

 

ギネス 

カンガルー 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイル

ランド ダブリン、セ

ントジェームスゲート

醸造所に生まれた

ギ ネ ス は ポ ー タ ー

(黒スタウト)と呼ば

れる。現在では、デ

ィアジオ社のビール

部門である。わが国

ではキリンビールが

販売権を持つ。 

 

 54-Ｂ３８０  Ｕｐｎ‘ Ａｔｐｍ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２４ｂ-Ｂ４３５ Ｍｒ．Ｆｏｘ‘ｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２３-Ｂ113Ｃｈｏｃｏｌａｔ ｄｅ Ｖｉｌｌａｒｓ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３２-Ｇ８３３  Kangaroo  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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