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プレイヤーズ 

イギリス 

 

１８世紀中葉、英国ノッティ

ンガムに設立したたばこ会

社。1901 年にインペリア

ルタバコ カンパニーに買

収された。第 2 次大戦中、

英国軍の間で愛用されて

いたものを奪ったドイツ軍

がその味のよさに感激した

逸話がある。現在ではブリ

ティッシュ アメリカン タバ

コ社となっており、香水、腕

時計，ウイスキー、洋服な

ども販売している。ジョン・

プレイヤーズ・スペシャル。

Ｊ．Ｐ．Ｓ．のポスター。 

 

ウィ キャン ドウ イット 

アメリカ 

 

ロージー ザ リベター（リ

ベット工、ロージー）は戦

争中の生産現場での労

働力を補うために軍需工

場で働く女性の代表。や

がて女性の社会進出を

促した面も大きい。ｵﾊﾞﾏ

大統領の演説にもしばし

ば使われたフレーズであ

る。ポスター作者はハワ

ード・ミラー。 

             

ジョイン ザ ネービー  

アメリカ 

 

米国海軍、女性兵士の

募集ポスター。広告の基

本3要素は、「新しさ」「無

料」]「セクシーなこと」と

言われ軍隊の兵員募集

広告にセクシーの要素を

加えた点でユニーくな作

品である。女性の軍隊へ

の志願募集広告だけでは

なく、男性もちょっと海軍

に志願しようかなという

気持ちを持つことを期待

することは当然である。 

               

 

悪の華  

フランス 

 

悪の華はボードレイルの

有名な詩集。6 部構成か

らなる。 

70 年代、フランス映画

［小さい悪の華］は内容

が反宗教、反社会的とい

うことで地元フランスはじ

め世界中で上演許可が

下りず、上演は唯一日本

だけであった。アブサンは

70%以上とアルコール度

数が高く、ベルレーヌ、ロ

ートレック、ゴッホなど著

名な芸術家が身を滅ぼし

たことで有名。 

４２-Ａ１０１   Player‘ｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ａ４２８  We can do it  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ａ６６８  Ｊｏｉｎ Ｔｈｅ Ｎａｖｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

53-D268  Flurs du mal   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

               

ベトリーフス-シュトッフェ 

ドイツ 

  

ドイツ、ドレスデンの石油会

社の広告。自動車、航空

機、船舶の燃料を総合的

に取り扱っていた。ドレスデ

ンはドイツ東部、ザクセン

州に位置する，人口 50 万

都市である。1６世紀ザク

セン選帝候の宮廷都市と

して栄えた。以来 19 世紀

初、神聖ローマ帝国の解

体後、ザクセン王国の首都

であった。有名なマイセン

はドレスデンから 25 キロに

ある。 

           

ブレンダックス 

ドイツ 

 

スキンケアークリーム。 

「予防と治療に毎日お付

けください」とある。ブレ

ンダックス社は、現在も

スキンクリームを販売。

1930 年代のポスターで

ある。 

 

 

              

 

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。ボブリ

ルは 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

ことから製造が始まっ

た。独特な形状の容器

はコレクターｽﾞ アイテ

ム。 

 

 

              

オイエル 

ライゼツィール 

ドイツ 

 

「貴方の目的地。」 

 

ドイツ国鉄のポスター。ドイ

ツ邦鉄道は旧東ドイツ国

鉄と 1994 年統合、民営

化され、現在は DB(ドイツ

鉄道)として活動してい

る。民営化後も依然として

国家の所有となっており，

実質的には株式会社化さ

れたのみである。ＪＲ東日

本とドイツ鉄道の間で技

術開発基本合意が結ばれ

ている。 

 

５-Ａ５４６  Ｂｅｔｒｉｅｂｓｓｔｏｆｆe  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２８-Ａ６９４  Ｂｌｅｎｄａｘ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４７-Ａ８６５  Ｂｏｖｒｉｌ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１-Ａ８２９  Ｅｕｅｒ Ｒｅｉｓｅｚｉｅｌ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

               

リタ ヘイワーズ  

アメリカ 

 

1944 年、ジーンケリーと

共演した、カバーガール

でコロンビア映画のトップ

女優としての地位を確立

した。彼女の代表作はグ

レンフォード作品 「ギル

ダ」のよって、１９４０年

代のアメリカの代表的な

「セックス シンボル」とし

て一世を風靡した。 

 

 

 

コルゲート 

歯磨 

アメリカ 

 

１８７３年同社創業以

来、歯磨き粉は瓶入り

であったが、１８９６年、

チューブ入りの歯磨きを

発売した。１９４０年代

には、「歯と息をきれい

にする歯磨き」のキャン

ペーンで大成功を収め

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。 

 

サンペレグリノ 

イタリア 

 

イタリア、ロンバルディア

地方サンペレグリノ テル

メで産出されるミネラル

ウォーター。100 種以上

のミネラルを含む。自然

に存在する、ストロンチュ

ームまで含んでいる。採

取 のベス トシーズンは

5-10 月との記載あり。

日本でも販売されてい

る。 

４６-Ｄ２３８  Rita Heyworth ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２８-Ｂ１１１   Ｃｏｌｇａｔｅ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-Ａ７１５  Ｔｅａｔｒｅ Ｃｏｍｉｃ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３１-Ａ９０３  Ｓａｎ Ｐｅｌｌｅｇｒｉｎｏ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

              

マレーネ デートリッヒ 

ドイツ  

 

ドイツ初のトーキー＾映

画、「嘆きの天使」で退

廃的な美貌、セクシーな

歌声、その脚線美で国

際的な名声を獲得。「モ

ロッコ」ではアカデミー賞

にノミネート。ナチスを嫌

いアメリカの市民権を獲

得。戦後も歌手として活

躍、大阪万博で来日し

た。 

           

 

 

 

４７１１  

トスカ 

ドイツ 

 

４７１１はドイツ、ケルン

に本拠を置く、老舗香水

メーカー。ケルンはオーデ

コロンの発祥の地。フラ

ンス語のオーデコロンが

普及したのは、ナポレオ

ン軍の兵隊が故郷に持

ち帰ったためという。トス

カはプッチーニの有名な

オペラの名である。 

 

 

 

              

ヴォーグ 

 

コンデナリスト・パブリケ-

ションの発行するファッシ

ョン・ライフスタイル雑

誌。世界 18 カ国で出版

され、日本ではヴォーグ・

ジャパンがある。この雑

誌に取り上げられると全

世界的な知名度を獲得

することが出来るため、

モデルの登竜門といわれ

ており、ツイーギー始め

多くの有名モデルを生ん

できた。 

 

 

 

 

４７１１ 

 

シャヒ 

ドイツ 

 

４７１１はドイツ、ケルンに

本拠を置く、老舗香水メ

ーカー。ケルンはオーデコ

ロンの発祥の地。フラン

ス語のオーデコロンが普

及したのは、ナポレオン軍

の兵隊が故郷に持ち帰っ

たためという。 

 

 

 

Ｐ４３４３  Marene Dietrich ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５５-Ａ８４０  Tosca   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

５５-Ｂ０４２   Vogue   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５５-Ｂ０４２   Ｓｈａｈｉ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

キープ マム 

シー イズ ノット ソウ 

ダム 

イギリス 

 

「ケアレス トーク コスト マ

ッチ」 

当時話題になった、セク

シーな女性と政府高官の

スキャンダル。 

 

 

 

 

 

 

コカコーラ 

万年カレンダー 

アメリカ 

1919 年、アーネストウッ

ドラフはコカコーラ カンパ

ニーを買収、デラウエア

州に新たに設立登記し

た。1923 年、アーネスト

の息子、ロバートが社長

に就任する。20 年代の

禁酒法により、ノンアルコ

ール飲料が飛躍的に売

れ行きが伸びるなか、広

告、品質管理に注力し一

気に売り上げを伸ばし

た。 

 

 

マダム バタフライ 

日本 イタリア 

 

「蝶々夫人」 ―１９０４

年、ミラノスカラ座で上

演されたプッチーニのオ

ペラ。「ツーランドット」

「西部の娘」と並んでプ

ッチーニのエキゾチック

な作品３部作といわれ

る。ポスターの作者は、

作者はアールヌーボー

の旗手一人、レオポルド 

メルティコビッツ。1906

年にはミラノ代展覧会

のポスターを発表紙、一

躍有名となる。 

 

ル ルージュ ベゼ 

赤いキッス 

リップスチック 

フランス 

 

1927 年発表された口

紅、 

“Le Rouge Baiser”は

女らしさのシンボルとし

てもてはやされ、オードリ

ー ヘップバーンも愛用

したといわれる。ポスタ

ーはルネ ギュリオの作

品。 

 

２８-Ａ５３５  Keep mum    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

２９-Ｃ１２３ Ｃ．Ｃｏｌａ Ｃａlender￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

２８-Ａ912  Madama Butterfly  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

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 
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