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マルティーニ 

ベルモット 

イタリア 

 

白ワインをベースに香

草、スパイスを配合し

たフレーバードワイン。 

イタリアン ベルモット

はピエモン地方が中心

で、チンザノ、マルティ

ーニが有名である。カ

クテルにも使用され、

マンハッタン等がある。

ポスターはマルチェロ・

デュドビッチの作品。 

 

トラウベ 

マルティーニ 

イタリア 

  

白ワインをベースに香

草、スパイスを配合した

フレーバード ワイン。 

イタリアン ベルモットは

ピ エモ ン地 方 が 中 心

で、チンザノ、マルティー

ニが有名である。カクテ

ルにも使用され、マンハ

ッタン等がある。 

 

マルティーニ 

ホワイト 

イタリア 

  

白ワインをベースに香

草、スパイスを配合した

フレーバーワイン。 

マルティーニ＆ロッシは

イタリア、トリノで創業、

ベルモット、スプマンテ

（フランスのシャンペン）

を製造する。１９９３年、

ラム酒のバカルディ社と

合併した。 

 

  マルティーニ サイン   イタリア 

 

 

マルティーニ＆ロッシ社はイタリア、トリノで創業、ベ

ルモット、スプマンテ（フランスのシャンペン）を製造

する。１９９３年、ラム酒のバカルディ社と合併し

た。マルティーニはマルティーニレーシングとしてモー

タースポーツのスポンサーとしても有名である。 

38-P4271  Martini Torino ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕

上げ 

38-Ｐ４００４ ＴｒａｕｂｅＭａｒｔｉｎｉ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体   パネル ニス光

 

 38-Ｄ１５４ ＶｅｒｍｏｕｔｈＭａｒｔｉｎｉＷｅｉｓ

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネ

 

38-P4312 Martini Sign ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

ニス光沢仕上げ  

ベルモット 

マルティーニ 

ラウファー 

イタリア 

 

白ワインをベースに香

草、スパイスを配合し

たフレーバードワイン。 

イタリアンベルモットは

ピエモン地方が中心

で、チンザノ、マルティ

ーニが有名である。カ

クテルにも使用され、

マンハッタン等がある。 

 

 

マルティーニ 

バイスフラウ 

イタリア 

 

 

白ワインをベースに香

草、スパイスを配合した

フレーバード ワイン。 

イタリアンベルモットは

ピ エモ ン地方 が中 心

で、チンザノ、マルティー

ニが有名である。カクテ

ルにも使用され、マン

ハッタン等がある。 

ポスターはマルチェロ・

デュドウィッチの作品。 

 

ベルモット 

ドライ 

マルティーニ 

イタリア 

 

ドライ ベルモットは主に

フランスで製造されてい

るが、ドライベルモットを

使用したカクテル、[マ

ティーニ]はマルティーニ

から命名されたと信じら

れている。 

  

アペリティーボ 

ロッシ 

イタリア 

 

ドライ ベルモットは主

にフランスで製造され

ているが、ドライベルモ

ットを使用したカクテ

ル、マティニはマルティ

ーニから命名されたと

信じられている。 

マルティーニの共同経

営者、ルイージ・ロッシ

はベルモットのレシピを

開発した。 

 

 

 

 

38-Ｐ４０１２ MartiniLaufer￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス

38-Ｄ０９５ VerMartiniWeisFrau￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス

38-Ｐ４３２０ＶｅｒｍｏｕｔｈＤｒｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス

38-Ａ７３４ ＡｐｅｒｉｔｉｖoＲｏｓｓｉ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

カンパリ 

白の貴婦人 

イタリア 

 

カンパリは 1960 年、イ

タリア、トリノのバーテン

ダー、ガスパーレ・カン

パリが開発した、60 種

の材料が使われてい

る、アルコール度数 24

度のビター系のリキュー

ル。同社は、ベルモット

のチンザノ、 ウォッカの

ＳＫＹＹなどを傘下に酒

造界の一大グループを

形成する。 

 

 

 

カンパリ 

ピエロ 

イタリア 

 

1960 年、イタリア、トリノ

のバーテンダー、ガスパー

レ カンパリが開発した、

60 種の材料が使われて

いる、度数 24 度のビタ

ー系のリキュール。同社

は、ベルモットのチンザ

ノ、ウォッカの SKYY など

を傘下に酒造界の一大

グループを形成する。 

レオネット・カピエロの制

作ポスター。 

 

チンザノ 

ベルモット 

イタリア 

 

日本では、チンザノとい

えば、ベルモットの商品

名を指すほどに知名度

が高い。 

レオネット・カピエロ制

作ポスター。 

 

チンザノ 

イタリア 

 

１７５７年創業のベルモ

ット、スプマンテ（発泡酒）

メーカー。現在はカンパ

リ・グループ。1８世紀初

頭のイタリアの権力者、

サボイア家の依頼で、イ

タリアで初めてスパークリ

ングワイン（発泡酒）を製

造したことでも有名であ

る。レオネット・カピエロ制

作ポスター。 

38-P4220 CordialCamｐari ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体20x30cｍ ニス

光沢仕上げ 

38-Ｄ１５３ Ｃａｍｐａｒｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

仕上げ 

38-Ｄ２２５ Ｃｉｎｚａｎｏ Ｒｅｉｔｅｒ￥３，７８０

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス

38-Ｄ２３０ ＣｉｎｚａｎｏFlorio ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

チンザノ フラウ 

イタリア 

 

チンザノは現在、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。 

ちなみに日本ではサン

トリーが輸入販売を行

う。 

 

シャンペン 

フルニエー 

フランス 

 

シャンペンはフランスシ

ャンパーニュ地方で作

られる 8 種のブドウ品

種のみを使用、醸造し

た発泡ワインのこと。フ

ランスの原産地呼称法

により、それ以外のも

のはシャンペンと呼ば

ない。ポスターの作者

は、レオネット・カピエ

ロ。 

 

シャンペン 

パイパー 

フランス 

 

シャンペンはフランスシ

ャンパーニュ地方で作

られる 8 種のブドウ品

種のみを使用、醸造し

た発泡ワインのこと。

パイパーレイムは１７８

５年、フランス、 シャ

ンパーニュ地方に創立

した名門であった。現

在はレミーコアントロー

グループに属している。

ポスターの作者はレオ

ネット・カピエロ。 

 

ワイン フライブルグ ドイツ  

 

ドイツ南部、シュバルツバルト（黒い森）に隣接するライン川

沿いの市域。現在は環境都市として有名なワイン産地。 

38-Ｄ２３８ Ｃｉｎｚａｎｏ Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

仕上げ 

39-Ｄ２２７  Ｕｎ Ｆｏｕｒｎｉｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

39-Ｄ１９２  Ｃｈａｍｐａｇｎe ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

39-Ｄ０５１ Ｄｒｅｓｓ＆Ｆｏｓｔｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕 

 

ガトー ネグロ（黒

猫）  

 ワイン チリ 

 

１６世紀から、ワイン

の生産が始まり、チリ

ワインはその品質が高

いことで有名である。

ガト ネグロ社はアルジ

ェンチンでも同様にワ

インを生産、販売を行

っている。 

 

ワイン キャンティ ルフィーノ イタリア  

 

イタリア、トスカーナ州、キャンティー地区で生産されるワイ

ン．軽めの赤ワインで、肉料理と相性が良い。こもかぶり

のビンがトレードマークであったが、現在では少数派となっ

た。 

 

ガトー ネグロ（黒猫） 

アルゼンチン ワイン 

 

ガトーネグロはスペイン語で黒猫の意。アルゼンチン リオネ

グロ川沿いのワイン、ガトネグロの広告。 

 

ボルス 

オランダ 

 

ルーカス・ボルスにより

1575 年に設立された

オランドのリキュールメ

ーカー。同時に、世界

最古の蒸留酒メーカー

でもある。ジン、ウオッ

カから、３８種のリキュ

ールまで製造し、110

カ国以上に輸出してい

る。現在はセントラル 

ユーロピアン コーポレ

ーションの傘下にある。 

３９-Ｄ１７１ Gato Negro Cat  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

39-Ｄ２３４  Ｃｈｉａｎｔｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

３９-Ａ４３８  Gato Negro   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

38-Ｄ２３９  Ｂｏｌｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 
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