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サンデマン 

ドンの肖像 

ポルトガル 

 

ポルトの名門、サンデ

マンはヨーロッパの多

くの名門企業がそうで

あるように、200 年以

上続く個人所有企業

である。18 世紀、イギ

リスに大量に輸出され

たことから、ポルトが

世界的に広まった。ポ

スターはジョルジュ・マ

シオの作品。 

 

サンデマン 

ポルト＆シェリー  

ポルトガル 

 

ポルト酒は北部ポルトガ

ル、ポルト港より積み出

される酒精強化ワイン。

醗酵の途中で 77 度の

ブランデーを加えて酵母

の働きを止め、独特の

甘みとコクが生まれる。

アルコール度数は 20 度

前後で保存性に優れて

いる。最低 3 年樽の中

に保存されているものだ

けをポルトと呼ぶ。サン

デマンはポルトの名門企

業。 

 

サンデマン ポルト＆シェリー ダンス ポルトガル 

 

ポルト酒は北部ポルトガル、ポルト港より積み出される酒精

強化ワイン。醗酵の途中で 77 度のブランデーを加え、酵

母の働きを止め、独特の甘みとコクが生まれる。アルコール

度数は 20 度前後で保存性に優れている。最低 3 年樽の

中に保存されているものだけをポルトと呼ぶ。 

 

サンデマン ポルト 

ポルトガル 

 

ポルト酒は北部ポルト

ガル、ポルト港より積

み出される酒精強化

ワイン。醗酵の途中で

アルコール度 77 度の

ブランデーを加え、酵

母の働きを止めるのが

特徴で、独特の甘みと

コクが生まれる。アル

コール度数は 20 度前

後で保存性に優れて

いる。最低 3 年樽の中

に保存されているもの

だけをポルトと呼ぶ。 

39-P4131 Sandeman ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｄ１６５ Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓ Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｄ１６２ Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓTanz ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｂ０７７  Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

サンデマン 

シェリー 

ポルトガル 

 

スペイン、セビリア地方

のシェリーワイン。アンダ

ルシア地方、へレスは有

名なシェリー酒の産地で

ある。1935 年の原産地

呼名統制法によって、そ

れ以外の地域で作られ

たものはシェリーと呼ぶ

ことができない。サンデ

マン社は 1790 年、スコ

ットランド出身の、ジョー

ジ サンデマンにより設

立されたポルト酒の名

門。 

 

サンデマン ポルト＆シェリー ラベル ポルトガル 

 

北部ポルトガル、ポルト港より積み出される酒精強化ワイ

ン。醗酵の途中で77度のブランデーを加え、酵母の働きを

止め、独特の甘みとコクを生む。度数は 20 度前後で保存

性に優れている。最低 3 年樽の中に保存されているものだ

けをポルトと呼ぶ。サンデマンはポルトの名門。 

 

サンデマン 

ポルト＆シェリー 

ポルトガル 

 

ポルト酒は北部ポルトガ

ル、ポルト港より積み出

される酒精強化ワイン。

醗酵の途中で 77 度の

ブランデーを加え、酵母

の働きを止めるのが特

徴で、独特の甘みとコ

クが生まれる。働戦後

日本でポートワインが流

行したことがあるが、全

く違うものである。 

 

 

ポルト 

ラモス-ピント 

ポルトガル 

 

ポルト酒は北部ポルト

ガル、ポルト港より積

み出される酒精強化

ワイン。醗酵の途中で

77 度のブランデーを

加え、酵母の働きを止

め、独特の甘みとコク

が生む。度数は 20 度

前後で保存性に優れ

ている。最低 3 年樽の

中に保存されているも

の だ け を ポ ル ト と 呼

ぶ。ルネ・ヴィンセント

のアンティック ポスタ

ー。 

39-Ｄ２０５ Ｓａｎｄｅｍａｎ Ｙｅｌｌｏｗ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｄ209Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓEtiketten￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｄ２０５ Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓFraumit Roten  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

39-A421  Ramos Pinto  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

         

シェリー 

リサス 

スペイン 

 

スペイン、セビリア地方

のシェリーワイン。アン

ダルシア地方、へレスは

有名なシェリー酒の産

地である。1935 年の

原産地呼名統制法に

よって、それ以外の地

域で作られたものはシ

ェリーと呼ぶことができ

ない。(商標会議加盟

国義務） 

シェリー酒のソムリエに

当 た る 人 を 、 ベ ネ ン               

シアドールと呼ぶ。 

 

ドメック 

シェリー 

スペイン 

 

スペイン、セビリア地

方のシェリーワイン。ア

ンダルシア地方、へレ

スは有名なシェリー酒

の産地である。1935

年の原産地呼名統制

法によって、それ以外

の地域で作られたも

のはシェリーと呼ぶこ

とができない。 

ポスターは 1725 年、

パトリック・マーフィー

のデザイン。 

 

ティオ ペぺ 

スペイン 

 

スペイン、セビリア地

方のシェリーワイン。

アンダルシア地方、へ

レスは有名なシェリー

酒 の 産 地 で あ る 。

1935 年の原産地呼

名統制法によって、

それ以外の地域で作

られたものはシェリー

と呼ぶことができな

い。(商標会議加盟

国義務）ゴンザレス 

バヤス社は 1835 年

設立、ロンドンにも拠

点を構えた。 

 

 

バカルディ 

ダンサー 

バミューダ 

 

ラムのほか、ボンベ

イ ・ サファイ ヤ・ ジ

ン、 デュワーズ ス

コッチ、 マルティー

ニ等を傘下に収め

る､一大酒造メーカ

ーである。 

39-Ｄ１８８  Ｌｌｙｓａｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｂ２５２ Ｄｏｍecq'ｓ Ｓｈｅｒｒｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３９－D231  Tio Pepe    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-P4313 Bac  Bacardi Tanzerin  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

ハンセン ラム 

ドイツ 

 

ドイツのハンセン社製の

ラム。同社のラム原酒

は、すべてカリブ海のア

ンティル諸島のひとつ、

オランダ領アルバ島で

蒸留されている。原料

はアルバ島産の砂糖き

びを 100%使用。これを

現地で蒸留したのち、ド

イツのフレンスブルク市

まで運び、そこの巨大

な工場で精製、熟成、

ブレンドして各種のラム

に仕上げている。 

  

バカルディ  

フラウ 

バミューダ 

 

バカル デ ィは １８６２

年、スペインからサンチ

アゴ デ クーバに移住

した、ワイン商、バカル

ディによって設立され、

世界最大のラム酒ブラ

ンドを持つ。１９６０年

キューバ革命以後、バ

ーミュダー諸島、ハミル

トンに本部を移した。

バカルディ ファミリーが

ＣＩＡ コネクションを通

じ、反革命を企てようと

したことは有名である。 

 

バカルディ  バミューダ 

 

キューバでは蝙蝠は縁起の良いものとして珍重される。

バカルディーはラム酒のメーカーであるが、マルティーニ&

ロッシの買収し、総合メーカーとして活動。１８６２年創

業。現在もバカルディー家の私企業である。 

39-Ｐ９５２５ ＨａｎｓｅｎＲｕｍ￥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-Ｐ４３２４-Ａ Ｂａｃａｒｄｉ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

38-Ｐ９３１７ＢａｃａｒｄｉＬｏｇｏ￥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 

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。 

 

モーラン キナ 

フランス 

 

１９０６年、イタリア人、

レオネット・カピエロが

発表した有名なポスタ

ー。ベル エポックとい

われた時代、よく飲ま

れたアブサンを表す「緑

の悪魔」がコルクを抜く

デザイン。このポスター

は批判を呼び、 製品

はフランス政府により

発売中止となった。当

時、アブサンのアルコー

ル中毒はそれほど深刻

であった。 

 

アブサン 

フランス 

 

ニガヨモギの入った薬

用酒。通例は７０％前

後、中には８９％のア

ルコールを含むものも

ある。１９７９年、アン

リ・ルイ ペルノーによ

り商品化された。１９

世紀のフランス芸術

家によって愛飲された

が、アブサン中毒にか

かり、詩人ヴェルレー

ヌ、ロートレック、ゴッ

ホは身を滅ぼしたとい

われる。レオネット・カ

ピ エロ の ポス ター 作

品。 

 

ボンメルンダー 

デンマーク 

 

ビールや食事の前に

のむドイツ、北欧特有

のアペリティーフであ

る、アクアビットの代表

的なブランド。１８４８

年 、 デ ンマー ク の北

部、オールボーの町の

蒸留所で作られること

からこの名がある。世

界で最も呑まれている

アクアビットの一つ。

「一度飲んだら忘れら

れない」とある。シーフ

ー ド な ど と 相 性 良            

く、きりっと辛口。 

53-D268  Flurs du mal   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

39-Ｄ１６７  Ｍａｕｒｉｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-Ｄ２２８ Ａｂｓａｎｔｈｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｐ９４００ Ｂｏｍｍｅｒｌｕｎｄｅｒ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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