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トニ コーラ 

フランス 

 

アペリティフ 

コーラ 

 

冷やして飲む、フラン

スのコーラ、アペリティ

フ ワイン。ポスターの

イラストはロバート ウ

ルフの作品。 

 

アフリ コーラ 

ノメン（尼僧たち） 

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

環として行った、尼僧

が恍惚の表情でコーラ

を飲む姿はカトリック教

会の強い批難を浴び、

大スキャンダルに発展

したが,かえってカルトな

イメージが定着し、広

告としては大成功であ

った。 

 

 

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

て行った、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強

い批難を浴び、大スキャ

ンダルに発展したが,か

えってカルトなイメージ

が定着し、広告としては

大成功であった。 

アフリコーラのシンボル

マークはヤシの木。ドイ

ツの現役コーラである。 

31-D164  Toni Kola    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ｄ０９８ Afri-Cola Nonnen   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ｄ０１３ Afri Cola    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ドイツ製 ３D 立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

壁面に数枚グループで釘、ねじ、ピンを使用してとり付けて

ください。お好みの雰囲気を演出します。専用額縁もあり

ます。価格￥１，０００（別売）。 

 

シュウェップス 

ジンジャーエール 

イギリス 

 

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。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」という擬声語か

ら名付けられた。 

 

シュウェップス 

ジンジャーエール 

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 

アー ユー シュウェッピキュア？ スイス 

 

シュウェップスのポスターはセクシーなことで注目を集め

た。当時としては、広告の 3 要素、「NEW」「FREE」「SEXY」

であることを抑えた理想的な広告政策を打ったことで有

名。 

 

 

シュウェップス 万年カレンダー 

スイス 

 

スイス生まれのシュウェップスは事業を拡張するため、ロ

ンドンに工場を移転した。やがて、キャドバリー社が元祖

シュウェップスと合併し、キャドバリー シュウェップス社と

なった。 

 

 

３１-Ｄ０２４ ＳｗｅｐｐｅｓＧｉｎｅｒＡｌｅ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３１-Ｄ２０４  Frau von Spiegel  ￥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-Ｐ４００９ＳｃｈｗｅｐｐｅｓＫａｌ．￥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 

１７８３年 

イギリス 

 

１７７１年、ドイツ人、

アマチュア科学者、ヨ

ハン・シュウェップス

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１７

８３年にジュネーブで

設立された。 

 

ペリエ 

フランス 

 

ネスレグループのスパー

クリング ナチュラル ミ

ネラルウォーター。わが

国では、サントリーが発

売する。水源は南フラ

ンス、ベルジェーズのも

のを使用する。 

 

 

ソーダナイト 

フランス 

 

ソーダ サイフォン（炭

酸水発生機） 

水と二酸化炭素から

簡単にソーダ水を作

ることができる。自然

の炭酸水はわき水や

温泉にも見られるが，

１７６９年イングランド

人、ジョセフ･プリース

トリーはビールの大桶

の上に水の入ったボ

ールをつるしておくと

水に酸化炭素が溶け

込むことを発見、炭酸

水を発明した。 

 

 

ヴィッテ ルイース 

フランス 

 

フランス北東部の温泉保養地、ヴィッテルで瓶詰めされたミ

ネラルウォーターは１８８２年より発売された。ツールドフラン

ス、ロンドンマラソンの公式飲料であり、現在ではネスレ社が

発売，日本ではサントリーが輸入する。硬度３１５度の硬水。

３１-Ｐ４２３９Ｓｃｈｗｅｐｐｅｓ１７８３￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ａ７０４  Perrier   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ａ９７２  Sodanite ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-D257   Vittelloise  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

フロリダ 

ボーイ 

ドイツ 

 

ドイツ向け、フロリ

ダ オレンジ ジュ

ース。天然、ソー

ダ無添加とある。 

 

 

 

オレンジーナ 

フランス 

 

スペイン、バレンシアの

化学者、ドクター  トリ

ゴが発明した、柑橘類

（オレンジ、レモン等）を

使用した炭酸飲料。フ

ランス人、レオン・ベト

ンは製造権を購入、フ

ランス領アルジェリアで

製造した。１９６２年ア

ルジェリア独立後、ビジ

ネスはフランス本土に

移った。1936 年、ベル

ナール・ビユモンの作

品。 

 

オレンジーナ フリューティナン 

フランス 

 

スペイン、バレンシアの化学者、ドクター・ トリゴが発明し

た、柑橘類（オレンジ、レモン等）を使用した炭酸飲料。レ

オン・ベトンは製造権を購入、フランス領アルジェリアで製

造した。１９６２年アルジェリア独立後、ビジネスはフラン

ス本土に移った。イラストは 1936 年、ベルナール・ビユモ

 

 

オレンジーナ 

フランス 

 

スペイン、バレンシアの化学者、ドクター・トリゴが発明し

た、柑橘類（オレンジ、レモン等）を使用した炭酸飲料。レ

オン・ベトンは製造権を購入、フランス領アルジェリアで製

造した。１９６２年アルジェリア独立後、ビジネスはフラン

ス本土に移った。1936 年、ベルナール・ビユモンの作品。 

31-Ｐ９０５０  Florida Boy  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-A728  Orangina     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-B259  Orangina Fruitillants ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ａ８４１ Orangina 2  ￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

プレスタ 

ドイツ 

 

1８52 年、ラインラント

地方で発見されたミネ

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 

グループの所有すると

ころとなる。 

 

ヤッファ 

イスラエル 

 

イスラエルのヤッファ 

オレンジはバレンシアオ

レンジとよく似た、甘味

の強いオレンジである。 

 

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

がある。発売はネスレ、

日本ではサントリーフー

ズが輸入する。 

 

ラーキンズ  イギリス 

 

一袋で 1 リットルのフルーツ ジュースが出来上がる、粉末

ジュース。飲料時に水またはお湯で溶かし引用する｡通常

飲料用、非常用、軍食料パッケージがあった。 

31-D008     Ｐｒｅｓｔａ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-Ｂ１３９  Jaffa    ￥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 

31-Ｂ２２７  Larkins  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

    
 


