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コカコーラ 

ディナー ガール 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年

に発明された世界初

のコーラ飲料である。

当時アメリカでは、代

替療法、自然療法が

盛んで、ジョージア

州、アトランタのジョン 

ペンバートンはコカイ

ンを使用した薬用酒

を思いつき、ワインと

コカを調合、1885

年、「フレンチワイン 

コカ」として販売した。 

 

コカコーラ  

カウボーイ 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年

に発明された世界初

のコーラ飲料である。

当時アメリカでは、代

替療法、自然療法が

盛 ん で 、 ジ ョ ー ジ ア

州、アトランタのジョン 

ペンバートンはコカイ

ンを使用した薬用酒

を思いつき、ワインと

コ カ を 調 合 。 1885

年、「フレンチワイン 

コカ」として販売した。 

 

コカコーラ  ポーズドリンク  アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年に発明された世界初のコーラ飲料であ

る。禁酒運動の動きが高まってきたころ、188６年、ペンバー

トンのビジネスに参加したフランク ロビンソンはフレンチワイ

ン コカに代わる製品を発売、コカコーラと命名した。 

 

コカコーラ  パイロット レディー アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年に発明された世界初のコーラ飲料

である。べン バートンのコカコーラはビジネス的に大成功

を収め、1888 年コカコーラの権利を得たエイサ キャンド

ラーによってコカコーラ カンパニーが設立された。 

29-Ｃ００１  Dinner Girl  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ００４ Cowboy   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ００２  Pause Drink ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０１５ Pilot Lady  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

 

 

コカコーラ 

５セント  

レディ 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年

に発明された世界初

のコーラ飲料である。

デリシャス＆リフレッシ

ングはコカコーラのキャ

ッチフレーズとなり、

5￠の価格での大量

販売が行われた。 

 

 

コカコーラ 

アット  

ユア クラブ 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年

に発明された世界初

のコーラ飲料である。

1899年、ベンジャミン 

トーマスとジョセフ ホ

ワイトヘッドはコカコー

ラの瓶詰の権利を獲

得、瓶詰め会社と各

地で契約、全米に広ま

った。 

 

コカコーラ 

テニス ガール 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年に

発明された世界初のコー

ラ 飲 料 で あ る 。 1903

年、国内でのコカインの

販売が禁止され、1909

年にはアメリカ食品衛生

局 との 裁判がはじ まっ

た 。裁 判は勝 ったも の

の、このことにより、コカ

インの含有量を減らさざ

るを得なかった。 

 

コカコーラ   

ウーマン ウィズ  

ドッグ 

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。 

29-Ｃ００５   5 cent Lady   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ１２１  at your club   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ００７   Tennis Girl   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０３３  Girl and Dog    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

 

コカコーラ 

トラック 

アメリカ 

 

1923 年はアーネスト

ウッドラフの買収から

4 年たち、息子のロバ

ートが新社長に就任し

た年。以後、60 年以

上トップの座にあっ

た。以後コカコーラの

快進撃が始まる。 

 

コカコーラ 

万年カレンダー 

アメリカ 

 

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、飛躍

的にノンアルコール飲

料の売れ行きが伸び

るなか、広告、品質管

理に注力した。パーペ

チュアル カレンダー

(万年暦)は毎日赤丸

(マグネット)を移動し

て使用する。 

 

 

コカコーラ 

ファウンテン 

アメリカ 

 

1868 年、炭酸水の人

工的製法が発明される

と，薬効があると思われ

ていた炭酸水を調合して

飲ませるソーダ ファウン

テンが薬局に併設される

ようになった。コカコーラ

は清涼飲料ではなく、む

しろ現在のドリンク剤の

ような感覚で販売が伸

びた歴史を持つ。 

 

コカコーラ 

プレイ 

リフレッシト 

アメリカ 

 

第 2 次大戦時、会

社は積極的にロビ

ー活動を行い、世

界 60 カ国にボトリ

ング工場を建設、ス

タッフは技術顧問

として軍人同様の

待遇を受けた。この

ことが、世界中にコ

カコーラが知れ渡っ

た一因である。 

29-Ｃ０４６  Truck   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ１２３ CocaCola Calender ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ１２４  Our Fountain  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げげ 

29-Ｃ１２５  Play Refreshed   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

 

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 グラディート 

イタリア 

 

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噂されるこ

とがあった。リストロ グラディートはイタリア語で「リフレッシ

ュしたい」の意。 

 

コカコーラ   

スライディング ベア 

アメリカ 

 

コカコーラは 1967 年に

発明された世界初のコ

ーラ飲料である。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 

 

コカコーラは 1967

年に発明された世

界初のコーラ飲料で

ある。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。 

 

 

 

 

 

 

 

29-Ｃ１２６  Talk About   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ１２７  Ristro Gradito    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

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 

 

コカコーラ 

スプライト ボーイ 

アメリカ 

 

コカコーラの原液は、

アメリカで調製され、

世界中に輸出されて

おり、各地のボトリン

グ会社によってコーン

シロップ、砂糖などで

薄められ、更に炭酸

水で割られて、瓶詰

め、缶詰めされ販売

される。 

 

コカコーラ 

アンティックカー 

アメリカ 

 

原液の調合はトップシ

ークレットとされ、会社

のトップ数人のみが知

っているといわれてい

る。そのため、調合表

を知る数人のトップが

全員が一緒に飛行機

に乗ることはない。 

 

コカコーラ 

ベイシングビューティー

アメリカ 

 

コカコーラはアメリカ文化

の象徴であると当時に、

戦後の日本文化の中心

に あ っ た と も い え る 。

1962 年の加山雄三から

今日に至るまで、時代を

リードしたキャラクターが

コマーシャルに登場してき

た。 

 

 

レアニメッセ 

スペイン 

 

コカコーラはアメリカ

文化にとどまらず、

世界の文化となっ

た。1978 年、中国

進出、ロシア東欧へ

の進出によりコカコ

ーラの世界は完成

を見た。各国で独自

の広告ポスターも作

られた。 レアニメッ

セとはスペイン語で

「再生」の意。 

29-Ｃ００６   Sprite Boy   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０３０  Antic Car   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０１１  Bathing Beauty    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 

29-Ｃ０８３  Reanimese   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕げ 
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