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マリリン 

ハイヒール 

アメリカ 

 

１９２６―６２年。

身長１６６ｃｍ 

体重５３ｋｇ B８

６ｘH８６ｘW61  

セクシーな歩き方

として有名な 

「モンローウォーク」 

は左右のヒールの

高さを変えること

から生まれたと友

人の女優に告白

したといわれてい

る。 

 

 

 

マリリン  

タレント 

アメリカ 

 

モンローは初めの結

婚後､夫の徴兵の

ため、航空機部品

製造会社で働き、さ

らにはモデル、下積

みの女優業など合

計 9 年のキャリアを

積んでいる。そして

彼女のタレントを開

花 させ た の は 51

年、エージェント（交

渉代理業）ジョニー

ハイドのであった。 

 

       

マリリン モンロー（1926-62 年） 

 

本名はノーマ・ジーン・ベイカー。1950 年代中ごろから現在に至るまで、「アメリカのセックス シンボル」

と言えば彼女のことを指す。その生い立ちは恵まれず、片親家庭の育っている。父親の名はモーテンセ

ン、母親の名はベイカーと言い、彼女の若いころは両方の名前を使用していた。 ノーマの名は母親が

好きであった女優、ノーマ タルマッジの名をとり、ミドルネームのジーンは当時のセックスシンボルとして

有名であったジーン ハーローに由来する。モンローの名は母親の旧姓から採ったもので、母親は、第 5

代アメリカ大統領、ジェームス モンローが先祖であると周囲に漏らしていたが、娘のモンローは一笑に

付したという。42 年、16 歳でロッキード社の整備工、ジム ドハティーと結婚するが、間もなく夫が徴兵

され、自身は航空機部品製造会社に就職する。45 年、19 歳の時、陸軍報道部員、ジョン コノバーに

見いだされ、モデルクラブに所属することになる。翌年、20世紀フォックスのスクリーンテストに合格、マ

リリンモンローの名で契約するが、モデル業に賛成でなかった夫とは離婚する。51 年、エージェント（交

渉代理業）、ジョニー ハイドの力もあり、[アスファルト ジャングル][イブのすべて]に出演、52 年「ノッ

クは無用」で準主役、53年の「ナイアガラ」ではモンローウォークで注目を集める。以後、[紳士は金髪が

お好き][百万長者と結婚する法]「7 年目の浮気」が大ヒットし、一躍トップスターとなった。54 年、大リ

ーグのトップスター、ジョーデマジオと第 2 回目の結婚するが、9 ヶ月後に離婚。56 年には劇作家、アー

サーミラーと結婚、61 年に離婚する。1962 年 36 歳で死体が全裸で発見された。睡眠薬の飲みすぎ

や政治的謀殺説、マフィア関係説がある。ケネディー大統領と不倫関係にあったとも言われている。 

２６－Ｎ１０１ Marilyn High Heel   ￥2、７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき 

２６－Ｎ１０２   Marilyn Telent  ￥2、７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき 

 

マリリン ウーマン 

 

モンローは 36 歳の人生を一人の女性として精一杯生きた。

周りには、大リーグのトップスター、ジョー デマジオ、 文学

者、アーサーミラー､ケネディ―大統領がいた。 

 

マリリン ネイチャー 

  

モンローは 36 歳の人生を一人の女性として精一杯生きた。

周りには、大リーグのトップスター、ジョー デマジオ、 文学

者、アーサーミラー､ケネディ―大統領がいた。写真はアンデ

ィーをーホールの「ゴールデンマリリン」と題する作品の元絵。

  

 

マリリン モンロー  アメリカ 

１９２６―６２年。身長１６６ｃｍ 体重５３ｋｇ B８６ｘH８６

ｘW61  

モンローは金髪で登場するが、実際はブルネット(褐色)で

あった。写真家アンドレ ドディーンズは彼女の才能を発見

した一人であるが、ブルネットのマリリンとのちにブロンドで

変えたセクシー女優の双方を写真に撮っている。 

 

フルール ド ムース 

フランス 

 

パリ、フランスのソウズ 

フレーレ社の『花の泡』と

呼ばれるバラ、ジャスミ

ン、スズランなどの花の

香り香水。1９世紀になる

と合成香料が開発された

医療生産が可能となり､

価格も手ごろになる。ポ

スターの作者はレオポル

ド・メルティコビッツ。湖で

水浴する女性の構図はフ

ランス的感性に満ち、ポ

スターコレクターの間で評

価が高い。 

 

２６－Ｎ１０４  Monroe Woman  ￥2、７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき 

２６－Ｎ１０３ Ｍａｒｉｌｙｉｎｎ Ｎａｔｕｒｅ ￥2、７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 台紙つき 

２６－Ｐ４３２７  A Marilyn Monroe ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ７５３  Fleuｒs Mousse ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

                  

 

ジュンダリン(罪人) 

ドイツ 

 

「罪びと」に主演したヒル

デグラード・ネフは１９５０

年ドイツ映画史上初めて

ヌードとなり、大スキャン

ダルに発展した。４０年１

４歳でデビュー、４５年敗

戦時、ソビエト兵のレイプ

を避けるため、男装して

捕虜収容所に収容され

た逸話を持つ。 

 

               

               

アフリコーラ 

ドイツ 

 

７５年の歴史を誇る、ドイツ

製コーラ。カフェイン含有

量が多く、マーケッティング

戦略の一環として尼僧が

恍惚の表情でコーラを飲む

姿はカトリック教会の批難

に会い、大スキャンダルに

発展。しかしカルトな印象

が定着し、広告としては大

成功を博した。 
 

 

 

コカコーラ  トーク アバウト  アメリカ 

 

19 世紀にアメリカで発明された世界初のコーラ飲料とされ

る。コカコーラは世界的に有名であるのみならず、ペプシコ

ーラやマクドナルドなどと並んで「アメリカ合衆国」を象徴す

る存在の一つである。 

 

  

コカコーラ  リストロ グラディト イタリア 

（イタリアのコカコーラ広告。） 

 

19１６年以来使用される、コカ・コーラの独特の「くびれ」の

ある瓶（コンツアー ボトル）は、女性のボディーラインからデ

ザインされたといわれることがあった。1997 年、日本では

ｺﾝﾂｱｰﾎﾞﾄﾙがコカ・コーラの立体商標県が認められた。 

４６－B089 Die Sunderin   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３１－D098  Afri Cola  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２９－Ｃ１２６   Talk About  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

29-Ｃ１２７  Ristro Gradito    ￥３，８００ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

 

                  ル ルージュ   

                  リップスティック 

                  フランス 

 

1927 年、フランスの科

学者、ボドクロアが考案

した口紅で，在来のも

のに比べて，色落ちしな

いことから、『キスしても

大丈夫』な口紅として、

好評を博した。女らしさ

のシンボルとしてもては

やされ、この製品はオー

ドリー ヘップバーンも愛

用したといわれる。ポス

ター作者はルネ ギュリ

オ。 

 

 

モンテカルロ 

モナコ 

186２年、カジノが開設、

さらに 68 年鉄道開通に

よってモナコの隆盛がはじ

まった。スポーツ、レジャ

ー、オペラの中心として、

王侯貴族、ハリウッドスタ

ー等があつまった。ハリウ

ッド女優、グレース・ケリー

とレニエ大公と結婚は有

名であり､更にモンテカル

ロの名をひろめた。ヨーロ

ッパの高級社交場として

不動の地位を占める。ジ

ャン バブリエル ドメルク

のポスター。 

 

ベスターランド 

ドイツ           

北海の観光地 、ベスター

ランドの観光ポスター 。   

北海に位置するするジル

ト島にある海水浴場。

1949 年には、温泉保養

地として認められた。

2002 年、ドイツ各地より

の観光客は 80 万を数え

た。 

 

シーサイド ペプシ  

アメリカ          

 

ペプシは第一次大戦のこ

ろには全米に25のフラン

チャイズを持ち事業を拡

大したが、大戦中の砂糖

相場の乱高下のため、22

年に破綻する。その後、コ

ーラビンより大きなビール

ビンを使用し価格を据え

置く戦略により､経営は

安定した．1959 年には

かつて顧問弁護士であっ

たニクソン大統領を通手

ブルしチョ府に飲ませるこ

とで､ソビエトと 20 年の

独占契約を結んだ。 

 

55-B082  le rouge baiser     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４８－Ａ９７０  Monte Carlo   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４８－Ｐ４３４９ Westerland ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３０－２０２０７ Pepsi  Beach  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ビキニ 南太平洋の楽園 アメリカ 

 

1946 年、フランスのルイ･レアールが考案。同じ頃、フラン

スのデザイナー、ジャック･エイムによってもほぼ同様の水

着が考案された.アメリカでは､1960 年代初頭までは一般

的なビーチでの着用は禁止されていた。古くはローマ時代

に同様のものがあった。 

 

       

セーター  

ドイツ 

  

ノーマン ロックウェル風の

ピンアッポスター。セクシー

と言うより、むしろかわい

いイメージが人気のイラス

トレーション。 

 

  

 

 

               

ミルク  

レディー 

ピンアップ 

               

ちょっと意味深のポスタ

ーなのですが、セクシーで

はあるものの、全く嫌み

の感じられない。図柄は

かわいい感じに溢れてお

り、秀逸なピンップイラス

トである。 

  

 

 

                   黒板ミルク  

レディー 

ピンアップ 

               

ちょっと意味深のポス

ターなのですが、セク

シーではあるものの、

全く嫌みの感じられな

い。図柄はかわいい感

じに溢れており、ピンッ

プポスターとしても秀

逸。 

 

４８－Ｂ３７９    Bikini    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２６－２０２０３ Sweater    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２６－２０２２７ Milk Lady  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２６－２０３５３ Milk Lady Black Board  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス 


