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ダグルフィング ドイツ 

 

ミュンヘン ダグルフィング・サーキットで行われる, ２輪車

の大賞レースのポスター。主催者は「ミュンヘン オートモビ

ル クラブ」。 

 

デュカティ６０ 

イタリア 

 

１９４９～５０に

かけて設計、販

売された、デュ

カティ 60 はクッ

チョロ Ｔ３ モ

ペットエンジン

を搭載、デュカ

ティの名を冠し

た最初のモデル

であった。67 年

に 125 カデット

が発表されるま

で製造は続けら

れた。 

 

 

デュカティ  イタリア  ９００ＣＣ  

マイク ヘイルウッド レプリカ  イタリア／英国 

 

天才ライダーと言われたイギリス人、マイクヘイルウッドのデュ

カティは１９７８年コースレコードで優勝記念モデルを発売。 

ホンダを破り優勝した。彼は 61 年には本田でも優勝している。

ンダＲＣＢを破り優勝。同年レプリカ 

が製造された。 

。 

 

レアルモト 

クラブ 

スペイン 

 

第 3 回スペイングラン

プ リ の ポ ス タ ー 。

1953 年、スペインで

行われた世界選手権

が行われた。 

３－Ａ８５２ Daglfing   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－２０３４９ Ducati 60 ￥４，０００ 

ドイツ製 ３０ｘ４１cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ｔ７２  Ducati  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

３－Ｂ０１５  Ｒｅａｌ Ｍｏｔo Ｃｌｕｂ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

第３回 マイスター

カップ  東ドイツ 

 

第３回、マイスターカッ

プ。１９５１年６月１６、

１７日、東ドイツ、ドレス

デンで行われたアウト

バーンレース。終戦後

間もないドイツでは２輪

車が隆盛を極め、ＮＳ

Ｕ, ＤＫＷ等が活躍し

た。当時はサイドカーレ

ースも同時に行われた

が、安全設備に対する

要求が２輪車と４輪車

では異なっているため、

やがて別々に行われる

ようになった。 

  

モトグッチ サービス 

スペイン 

 

スペイン モトグッチ社 

サービスディーラーの 

看板。 モトグッチ社

は１９２１年、イタリア

空軍のパイロット、カ

ルロ・グッチが創業。１

９３５年、マン島ＴＴで

は、ライトウェイト、シ

ニアの両クラス優勝。

戦後は５３～５７年３

５０ＣＣワールドチャン

ピオンであった。現在

では、ピアジオ社の傘

下にある。 

 

ＤＫＷ ドイツ 

 

デンマーク人、ラスムッセンにより設立されたＤＫＷ社は、１

９２０～３０年当時、世界最大の２輪メーカーであった。ア

ウトウニオンのロゴマークは、4 輪車ではアウディに受け継 

がれた。 

 

ＮＳＵスーパーマックス ドイツ 

 

1873 年、ニット編み機の製造メーカーとして発足、84 年

ネッカーズルムでオートバイを製造した。1905 年には自動

車も製造、32 年フィアットに買収された。現在はアウディ社

の傘下にある。 

３－８４８  Meistershafslauf ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ａ９９７ Moto Gucci Hispania ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－２０３７９  DKW   ￥４，０００  

ドイツ製 ３０ｘ４５cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－A419 Supermax  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

チュンダップ 

万年カレンダー 

ドイツ 

 

1917 年フリッツ・ノイマ

イヤーによってミュンヘ

ンで設立された信管製

造会社は一次大戦の

終結に伴い、22年には

2 輪車の製造に参入。

第 2次大戦時には独軍

制式車両となり、４０

年、サイドカー付きＫＳ７

５０、１万５千台をナチ

親衛隊に納入。戦争映

画のドイツ軍、軍用２輪

車は同社製が多い。 

 

チュンタップ 

ＤＢ２０２ 

万年カレンダー 

ドイツ 

 

チュンタップ社は１９１

７年、フリッツ ノイマ

イヤーとクルップ社に

よりニュールンベルグ

に砲弾、信管メーカー

として設立。１９年に

第一次大戦が終結す

ると武器産業から２輪

車メーカーに転換。 

３７年には市場シェア

１８%を占めドイツ有数

のメーカーに成長する

が、８４年倒産した。 

 

 

チュンタップ 

ＤＢ２００ 

ドイツ 

 

チュンタップ社は１９

１７年、フリッツ ノイ

マイヤーとクルップ社

によりニュールンベル

グに砲弾、信管メー

カーとして設立。１９

年に第一次大戦が

終結すると武器産業

から２輪車メーカーに

転換。３７年には市

場シェア１８%を占め

ドイツ有数のメーカー

に成長するが、８４年

倒産した。 

 

 

チュンタップ ＣＫＳ６０１  ドイツ 

 

 １９２１年、「国民車」をモットーに２輪車製造を開始。３８

年には２０万台生産を記録する。同社は３７年、フェルディ

ナンド ポルシェと共同で｢フォルクスワーゲン｣を開発したこ

とがあるが、当時の３台のプロトタイプは爆撃で失われた。 

３－B866  Zundapp Kal ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－B864 Zundapp DB202 Kal ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ａ６３２  Zunndapp DB200 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ｂ３９２  Zundapp OKS601 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

Ｈｏｒｅｘ  ドイツ 

 

1923 年、レックス社が

フランクフルトにほど近

い、ホンブルグ市に設

立、2 輪車の製造を開始

した。戦後、1948 年に

は製造を再開、53 年に

は 350ｃｃ、レジナモデル

を 18,600 台生産した。

しかし、60 年にはダイム

ラーベンツによる買収と

ともに一旦姿を消した

が、2010 年ブランドが

再開した 

 

ＤＫＷ ＲＴ３７  

ドイツ 

 

デンマーク人、ラスムッ

センは 1916年蒸気自

動車を生産した、21

年以降、オートバイ生

産を開始し、当時世界

最大級の 2 輪車メーカ

ーに成長した。28 年に

は 4 輪車にも進出、ア

ウディの過半数の株式

を取得。32 年アウデ

ィ、ホルヒ、バンダラー

と合併、アウトウニオン

を結成した。 

 

 

ホンダ ゴールドウィング  日本 

 

1974 年、ケルンのモーターサイクルショーで発表。84 年フ

ルモデルチェンジ、1500CC となる。側車付を警視庁皇宮

警察部で使用している。 

アメリカ法人で製造、日本に正規輸入されている。 

 

 

カワサキ Z1 キング オブ バイク 日本  

 

１９５８年「めいはつ」として２輪エンジンの製造を開始、 

６４年 メグロを買収、大型２輪部門のシェア―では第２

位。 カンパニーカラ―はライムグリーン。 

 

３－B8６０  Ｈｏｒｅｘ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－ＤＫＷ ＲＴ３ＰＳ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ｔ１６  Honda Gold Wing  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

３－Ｔ９１   Kawasaki Z1    ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

      

ＢＭＷ ドイツ 

 

１９１６年、南ドイツバ

イエルン州に設立、ミ

ュンヘンに本社を置

く。２輪生産は２３年

の R32 から始まり、

R37 へと受け継がれ、

2 倍近いパワーアップ

が行われた。インター

ナショナル・シックスデ

イズ・トライアル金賞に

始まり、多くのレースで

活躍する。量産モデル

としては 174 台と非

常に少なく､コレクター

垂涎の名機である。設

計は名ライダーでもあ

った､ルドルフシュライ

ヒャー。 

 

ＢＭＷ Ｒ６９Ｓ ドイツ 

１９１３年創業者カール ラウプが航空機、船舶用エンジ

ンの製造会社として発足。22 年にはモーターサイクル用

エンジン「M2B15」を製造した。Ｒ６９は１９５５～６０年

の製造、１６５ｋｍをマーク、当時最速のスポーツバイク。 

      

ＢＭＷ ドイツ 

 

BMW は１９１３年創業

者カール ラウプによ

り、航空機、船舶用エ

ンジンの製造会社とし

て発足する。1 次世界

大 戦 の ド イ ツ の 敗 北

で、航空機の製造を禁

止されたが、22 年には

モーターサイクル用エン

ジン「M2B15」を製造

し、バイエルン航空機

製造会社と合併、モー

ターサイクルメーカーと

なった。2 次大戦敗北

後は、48 年には 2 輪

車製造を再開した。 

 

ＢＭＷ ドイツ 

 

１９１１９１１９１１９１３３３３年年年年、、、、南南南南ドイツバイエルンドイツバイエルンドイツバイエルンドイツバイエルン州州州州にににに設立設立設立設立。。。。ミュンヘンにミュンヘンにミュンヘンにミュンヘンに本本本本

社社社社をををを置置置置くくくく。。。。高級高級高級高級２２２２輪輪輪輪、、、、４４４４輪輪輪輪メーカーとしてはメーカーとしてはメーカーとしてはメーカーとしては世界最大規世界最大規世界最大規世界最大規

模模模模。。。。    ２２２２輪生産輪生産輪生産輪生産はははは２３２３２３２３年年年年からはじまったからはじまったからはじまったからはじまった。。。。ｋｋｋｋシリーズはシリーズはシリーズはシリーズは１９１９１９１９

８３８３８３８３年年年年からからからから 95959595 年年年年までまでまでまで販売販売販売販売されされされされ、、、、角型角型角型角型ヘッドライトとボディヘッドライトとボディヘッドライトとボディヘッドライトとボディ
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３－1682/1  ＢＭＷ Ｒ37   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ｔ２１   BMW R69S   ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

３－B４５３   BMW Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－  BMW K100RS  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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