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ホフマンズ シルバー キャッツ コーヒー 

ドイツ 

最高品質、 混ざりものものなし。 

 

ガトー ネグロ（黒猫） 

ワイン アルゼンチン  

 

ガトー ネグロはスペイン語で黒猫の意。アルゼンチンリオネ

グロ川沿いのワイン、ガトーネグロの広告 

 

シャ ノアール （黒

猫） 

フランス 

 

１９世紀半ば、ナポレオ

ン３世の指示でパリ大

改造が行われ、多くの

市民は郊外に移転、モ

ンマントルはその一つ

であった。モンマントル

のキャバレー、シャ ノア

ールは芸術家のルドル

フェ・サリスが設立。ポ

スター作者はアールヌ

ーボーの旗手の一人、

テオフィーユ・スタンラ

ン。1859 年生まれ。 

 

バスケットを持つ猫 

スペイン 

 

スペイン、バルセロナ

のクリニック、「カーサ

セガーラ」のポスター。 

25-Ａ４１０ HoffmannｓKatze  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

25-Ａ４３８  Ｇato Negro   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４６-Ａ８２０（７５５）  Chat Noir ￥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 

 

アルメドン  

ホフマン  

スペイン 

 

純米の澱粉 

「猫印」の米粉といった意

味。 

 

サボン ル シャ 

フランス 

 

猫印の石鹸。 

 

 

コリアーズ 

アメリカ 

 

１８８８－１９５７年、ア

メリカの高級週刊誌、コ

リアーズの表紙。有名

なウインストン・チャーチ

ルの演説から,１９４０

年ごろのものとわかる。

白い猫のデザインが美

しい。 

 

ジルバー  

キャット コーヒー 

ドイツ 

 

 

25-Ｂ０７５ Almidon Hoffmann  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ０７６      Savon Chat   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ１８５     Collier’s Cat    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ２０７  Silver Katze    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

カドベリー ココア（白ネコ） 

イギリス 

 

キャドバリーはイギリスの菓子、飲料のメーカー。1824

年食料品店として発足、31 年からチョコレート、ココアの

製造を始めた。バレンタインチョコレートの習慣はカドベリ

ーの美しい包装が作ったといわれている。 

 

 

 

ガトー ネグロ（黒

猫）  

チリ ワイン 

 

１６世紀から、ワインの

生産が始まる、チリ ワ

インはその品質が高い

ことで有名である。ガト

ー ネグロ社はアルジェ

ンチンでも販売してい

る。 

 

トムキャット  サンキスト オレンジ 

アメリカ 

 

1760 年、「ライフ＆アドベンチャー オブ トムキャット」の小

説の中の主人公の雄猫の名前。サンキストのブランドとし

て使われた。 

 

 

チェリー ブロッサム 

シューポリッッシュ 

イギリス 

 

1930 年代、英国のチェ

リーブロッサム社（靴磨

きクリーム）の広告。 

 

「 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。 

25-Ｂ２４６  Cadbury Cocoa Cat ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３１-Ｄ１７１ Gato Negro Cat  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ４０５  Tom Cat   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ４２１ Cherry Blossom ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ボブリル 

イギリス 

 

ヘルス 

ストレングス  

ビューティ 

 

１889 年創業のボブリ

ル社は 1870 年、フラ

ンス、ナポレオン3 世が

プロシア戦争用に軍隊

用牛肉加工品を注文

したことに端を発する。

独特な形状の容器はコ

レクターズ アイテム。 

 

 

 

カーターズ  

キャット 

アメリカ 

 

白鉛は化粧品、絵具

に使用されてきた。こ

れまでのオランダ方式

の製品より25%もの伸

びが良いと宣伝した。 

カーター社はシカゴと

オマハに拠点を置く化

粧品原料の会社。の

ちに鉛毒が問題とな

り、化粧品としては使

用が禁止された。 

 

 

ビフォア ワーク アフター ワーク 

アメリカ 

 

仕事前と仕事後。 

 

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。 

25-B420  Ｂｏｖｒｉｌ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｄ１６８  Ｃａｒｔｅｒ‘ｓ Ｃａｔ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ａ５７１  After Work  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ａ１５１  Ｎｅｓｔｌｅｓ Ｍｉｌｋ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ベスパ 

ビンボとブラッキー 

イギリス 

 

 

最初のベスパは 1946

年に登場した。スチール

モノコックのボディや駆

動部まで一体化された

スイングユニットのエンジ

ンは画期的であった。現

在販売数は百万台を超

え、世界中のベスパのク

ラブメンバーは５０万人

を超える。「ビンボとトブ

ラッキー」は 1954 年発

行のハケット  リトル  ブッ

クのキャラクター。 

 

 

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、「ハンマ」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、南米への窓口とし

て栄えた。 

 

グローブ ポリッシュ 

イギリス 

 

靴磨き用品には猫が良く

使われます。 

 

「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。 

 

ブラック キャット 

イギリス 

 

1788 年創立のロンド

ン、キャレラス社のシガレ

ット広告。スペイン貴族

であった、ドン・ホセ カ

レラスが創業した。のち

にロンドンに本社を移

転、1958 年にはロスマ

ン（PALMALL）に吸収さ

れた。そのブレンド シガ

ーは定評があり、特にハ

イソサエティーで歓迎さ

れた。１９２０年のシガレ

ット広告ポスター。 

２５ｂ―Ｂ８６３  Ｖｅｓｐａ Ｂｉｎｂｏ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

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 

25-Ａ０９９  Grobe Polish   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ａ０３７ Ｂｌａｃｋ Cat Cigarette ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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