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ぺッツ  

ドイツ 

 

１９２７年生まれのペ

パーミント タブレット

（錠果）。ドイツ語の

PPPPfeffeeeerminzzzz の 略 か

ら PEZ と名付けられ

た。ディスペンサーに

様々なマスコットがつ

けられた。 

 

ぺッツ 

ドイツ 

 

１９２７年生まれのペ

パーミント タブレット

（錠果）。ドイツ語の

PPPPfeffeeeerminzzzz の 略 か

ら PEZ と名付けられ

た。ディスペンサーに

様々なマスコットがつ

けられた。 

 

プレスタ 

ドイツ 

 

1８52 年、ラインラント

地方ので発見されたミ

ネラルウォーター。ドイツ

語圏では、アポリナリス

は「テーブルウォーター

の女王」と称される。戦

時中はナチスのコントロ

ール下におかれ、戦後

はコカコーラグループに

属する。 

 

ＶＷ カルマンギア 

ドイツ 

 

１９５５－７４年。ドイツのコーチビルダー、カルマン社はイ

タリア、カロッツェリア「ギア社」にデザインを委託。世界でも

っとも美しいデザインの一つと言われている。 

27-２０２５３ Pｅｚ Ｐｅｐｐｅｒｍｉｎｔ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

27-２０２５4  Ｐｅｚ Ｃｉｔｒｏｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-D008     Ｐｒｅｓｔａ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４２１３ VW Karmann   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

コスモポリタン 

アメリカ 

 

１８８６年創刊。 

現在は女性月刊誌であ

るが、発刊当時は文芸

中心の家庭雑誌として

有 数 の 地 位 を 占 め、

1888 年には発行部数

25,000 に 達 し た 。

1905 年にはウイリア

ム・ハーストが 40 万ドル

(現在の価格で 10 億

円相当)で買収、30 年

には 170 万部、第 2 次

大 戦 中 に は ピ ー ク の

200 万部に達した。 

 

ツーランドット 

イタリア 

 

中国の王女、ツーラン

ドットが求婚者に謎を

掛け、答えられないと

殺してしまうという物

語。モンゴルの皇子が

果敢に挑戦する。 

ラボエーム、トスカ、マ

ダム バタフライと並ぶ

プッチーニの４大人気

オペラ。曲は荒川静香

がオリンピックで使用し

たことでも有名になっ

た。 

 

５０‘ｓ ダイナー 

アメリカ 

 

１９５０年代は、世界

中が戦争の荒廃から

立ち上がり、とりわけ

アメリカが最も輝いた

時代であった。テレビ

が普及し、ロックンロー

ルが脚光を浴び、アメ

リ カ で は Fabulou50

「すばらしき 50 年代」

として記憶される。日

本ではジャズ喫茶が流

行，東京タワー完成、

ゴジラ公開、東京タワ

ー完成の時代であっ

た。  

 

スワン レディー 

イギリス 

 

スワン社は１９０９年創

業、英国の万年筆メーカ

ーであるが、前身はヘン

リー トッド、ジョン モービ

ーがニューヨークにあった

ペンホルダー(付けペン

軸)の大量生産を行う会

社であった。１９２３年

「エターナル」を発表、永

久保証を謳い、レバーを

使った、インキの自動吸

入 ペ ンで有 名 。 1960

年、万年筆がボールペン

に市場を奪われる中、操

業を停止した。 

 

44-A536  Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-A916  Ｔｕｒａｎｄｏｔ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

６-P9617  ５０'ｓ Ｄｉｎｅｒ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-A898  Ｓｗａｎ Ｐｅｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ピレリ 

イタリア 

 

１８７２年、ジョバン

ニ ペレリにより設立

された。ハイ パフォ

ーマンス タイヤ「Ｐ－

Ｚｅｒｏ」はフェラーリ 

Ｆ４０の標準タイヤと

して開発された。現

在同社はＷＲＣの公

式タイヤのサプサラ

イヤーである。 

 

テアトル コミック 

スペイン 

 

「ポムパドール夫人の下

着」 

 

ジャキント ゲレーロのオ

ペレッタ。スペイン、バル

セロナのテアトルコミック

のポスター。ポンパドー

ル夫人は１７２１年にブ

ルジョアの家庭に生ま

れ、貴族の子女以上の

教育を受け、ルイ１５世

の愛妾となった。芸術家

との交流も多い。テアト

ル コミックはバルセロナ

にある。 

 

ブロウプンクト 

ドイツ 

 

1923 年ベルリンに設

立された、電気製品、

音響機器メーカー。ブロ

ウプンクトとはヘッドフォ

ーンにつけられた、検

査合格の青色の点の

意であり、社名で製品

の高品質を誇った。現

在はロバートボッシュの

100%子会社である。 

 

シュウェップス 

シュピーゲル 

スイス 

 

１７７１年、ドイツ人時

計技師でありアマチュ

ア科学者･発明家でも

あった、ヨハン・シュベ

ッペ(英語ーシュウェッ

ペ)が発明したトニック

ウォーターは世界最初

の清涼飲料水と言わ

れている。会社は１７８

３年にジュネーブで設

立され，後に事業拡大

のためロンドンに本拠

を移した。 

 

 

5-A914 Pirelli      ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

446-A715  ｈｅａｔｒｅ Ｃｏｍｉｃ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

27-Ｂ０９７  Ｂｌａｕｐｕｎｋｔ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-B098Ｓｃｈｗｅｐｐｅｓ ｓｐiｅｇｅｌ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

シュウェップス 万年カレンダー スイス 

 

１783年、ドイツ人発明家、ヨハン シュベッペ(英語ーシュ

ウェッペ)は炭酸ミネラルウオーター製造機を発明、ジュネ

ーブにシュウェップス社を創業した。主な商品は，ジンジャ

エール，ビターレモン、また最古の清涼飲料水と言われる

トニック ウオーターがある。 

 

 

 

アー ユー シュウェッピキュア？ スイス 

 

１783 年、ドイツ人発明家,、ヨハン シュベッペ(英語ーシ

ュウェッペ)は炭酸ミネラルウオーター製造機を発明、ジュ

ネーブにシュウェップス社を創業した。主な商品は，ジンジ

ャエール，ビターレモン、また最古の清涼飲料水と言われ

るトニック ウオーターがある。 

  

 

シュウェップス 

１７８３年 スイス 

 

１７７１年、ドイツ人

時計技師でありアマ

チュア科学者･発明

家でもあった、ヨハ

ン・シュベッペ(英語

ーシュウェッペ)が発

明したトニックウォー

ターは世界最初の清

涼飲料水と言われて

いる。会社は１７８３

年にジュネーブで設

立され，後に事業拡

大のためロンドンに

本拠を移した。 

 

 

 

シュウェップス 

ジンジャーエール 

スイス 

 

１７７１年、ドイツ人時

計技師でありアマチュア

科学者･発明家でもあ

った、ヨハン・シュベッペ

が発明したジンジャエー

ルはトニックウオーター

と並び、世界最初の清

涼飲料水である。シュウ

ェップスの名前は、容器

のビンのキャップを抜く

際の「シュワー」という擬

音語から名付けられた

とも言われている。 

３１-Ｐ４００９ＳｃｈｗｅｐｐｅｓＫａｌ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-D129 Ｓｃｈｗｅｐｐｉｃｕｒｅｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ｐ４２３９Ｓｃｈｗｅｐｐｅｓ１７８３￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ｄ２０４ＳｃｈｗｅｐＧｉｎｅｒＡｌｅ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

バカルディ 

バハマ 

 

バカルディはラム酒の

メーカーであるが、マ

ルティーニ&ロッシの買

収し、総合メーカーと

して活動する。「アトウ

ェイ」 ビールは 1926

年に設立されたアトウ

ェイ ブリュワリーで醸

造されるバカルディー

社のビール。このポス

ターはひときわ意表を

ついた秀作である。 

 

チンザノ フラウ 

イタリア 

 

1757 年、チンザーノ

家が操業、1922 年チ

ンザノ社として設立。

現在、クラシック ベル

モット、 メディテラニア

ン ベルモット、スパー

クリング ワイン（スプマ

ンテ）の３シリーズがあ

る。99 年カンパリ グ

ループに買収され、同

社の１ブランドである。

ちなみに日本ではサン

トリーが輸入販売を行

う。 

 

ベベロール 

モーターオイル 

オランダ 

 

オランダのオイル メー

カー。革製のレーシン

グ キャップ,ゴーグルを

つけた女性のポスター

が現在でも人気があ

る。ベベロール社は現

在トタル グループ傘下

にある。 

 

バリー シューズ 

スイス 

 

１８５４年、スイス、シェ

ーネンベルトで創業の靴

工場。１９６０年には既

に従業員は５００人を有

し１９１６年には７，００

０人を超えた。アメリカを

はじめ世界市場への進

出により、大恐慌、大戦

を乗り切り不動のブラン

ドとして君臨している。ベ

ルナール ビユモの制作

ポスター。 

３８-Ｄ１５７  Ｂａｃａｒｄｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３８-Ｄ２３８ Ｃｉｎｚａｎｏ Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５-Ｂ２４２  Ｂｅｖｅｒｏｌ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５２-Ｐ２１６４  Ｂａｌｌｙ‘ｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

             株式会社ファイヤーマスタージャパン  www.firemaster.co.jp  Tel:03 3317 6000  Fax:03 3317 1363               ２７ 

 


