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ランブレッタ 

ＳＸ２００ 

イタリア 

 

１９４７年、フェ

ルディナンド・イ

ンチェンティに

よりミラノに創

立。「世界で最

も優れたスクー

ター」とも呼ば

れる。ランブレ

ッタは「自由」を

意味する。 

 

 

ランブレッタ Ｌｉ１５０  イタリア 

 

１９４７年、フェルディナンド・インチェンティによりミラノに創

立。「世界で最も優れたスクーター」とも呼ばれる。ランブレ

ッタは「自由」を意味する。 

 

 

ランブレッタ コラージュ イタリア 

 

1960・・・Li150  １９66・・・SX200 １９70・・・GP200 

1958・・・TV175    1950・・・LL125     １９48・・・B Model 

 

 

 

ランブレッタ ディーラー サイン   イタリア 

１９４７年、フェルディナンド・インチェンティによりミラノに創

立。「世界で最も優れたスクーター」とも呼ばれる。ランブレ

ッタは「自由」を意味する。 

 

4-Ｔ５ Lambretta SX200    ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

4-Ｔ７   LambrettaLI15  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 

4-T71  Ｌａｍｂｒｅｔｔａ Ｃｏｌｌａｇｅ  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

4-Ｔ８７ Lambretta Dealer ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

 

ハインケル 

ツーリスト ドイツ 

 

ハインケル社はベルサ

イユ条約による航空機

製造が禁止が緩和され

た 1922 年、エルンスト

ハインケルによって設

立された。32 年には

He70,高 速 郵 便 飛 行

機、ルフトハンザ向けの

旅客機が成功を収め、

ロケット、ジェット機の開

発も行った。2 次大戦

後は自転車、オートバ

イ、スクーター、バブル

カーを製造した。 

 

 

ベスパ 

 

ラリー 

万年カレンダー 

イタリア 

 

ベスパの販売数は

百万台を超え、世

界中のベスパクラ

ブメンバーは５０

万人を超える。 

 

ベスパ セルビシオ（イタリア語）  イタリア 

第 2 次大戦が終結する翌４６年、壊滅したイタリア航空産業

の廃墟の上にベスパは登場する。その基本コンセプトは「泥や

ほこりから乗り手を守る」と同時に「エレガントさを保つ」ことで

あり、同年１２月、パテントが受理された。翌４６年、初のモノ

コック構造を持つ１３台のテスト車が製造され、流線形のリア

スタイルは航空工学を強く意識したことが明らかであった。 

 

  

ベスパ サービス（英語）   イタリア 

新聞発表会、ロードテストでは、記者たちはパステルカラー

に塗りあげたおもちゃのようなスタイルには度肝をぬかれ、

リアサスペンションがないにもかかわらず快適な運転性能

を発揮することに驚いた。フォード方式の大量生産を目指し

たピアジオ社は、１９８０年代までには一千万台を製造し、

ここにヨーロッパ最大の２輪車メーカーが出現した。 

 

4-Ｂ０８１  Heinkel Tourist  ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

4-CL14  Vespa GS Calendar ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ 

4-Ｔ８５ Vespa Servicio ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ   

4-Ｔ１８６ Vespa Service  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ   

 

ベスパ 

グランド 

スポーツ 

イギリス 

 

ベスパ グラン

ドスポーツ GS 

150 は 1955

年 、  GS160

は 62 年発売

さ れ た 。 ベ ス

パは「イタリア

ンファッション」

そのものであ

った。 

 

 

べスパ ターゲット イタリア 

 

最初のベスパは 1946年に登場した。スチールモノコックの

ボディや駆動部まで一体化されたスイングユニットのエンジ

ンは画期的であった。現在販売数は百万台を超え、世界

中のベスパのクラブメンバーは５０万人を超える。 

 

ベスパ コラージュ 

 

1962・・・1６０GS １９５５・・・150GS１９４８・・・１２５CC 

1965・・・９０SS   1976・・・ET3   １９８８・・・PX T5 

 

 

 

ベスパ  イタリア 

 

ウイリアム・ワイラー監

督、オードリー・ヘップ

バーン、グレゴリー・ペ

ック主演、ローマの休

日のポスター。この映

画でオードリーヘップバ

ーンはアカデミー主演

女優賞を獲得、一躍ス

ターダムに駆け上がっ

た。イタリアの観光、フ

ァッション、ベスパ、フィ

アット等の工業製品の

紹介に大きく貢献した

といわれている。 

4-Ｔ１４ Vespa  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

4-Ｔ２６ Vespa Target ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

4-T125 Vespa Collage ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

４ｂ－Ｂ８６２ Vacances Romainesｌ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上 

 

ベスパ 

 

ラリー 

キャンピング 

スペイン 

 

1958 年 4 月、スペ

イン のベスパ クラ

ブ主催のキャンピン

グイベントポスター。

ベスパの販売数は

百万台を超え、世界

中のベスパクラブメ

ンバーは５０万人を

超える。 

 

ベスパ 

 

万年カレンダー 

イタリア 

 

ベスパの広告戦術は

量の多さとセンスの

良さで抜群である。

ハリウッド俳優はじめ

世界のセレブに愛さ

れ、ベスパ ファンの

層の厚みが他を圧し

ている。世界中のベ

スパのクラブメンバー

は５０万人を超える。 

 

ベスパ ニューモデル   フランス 

 

ベスパのフランス語ポスター。この時期、ベスパはヨーロッ

パ、アメリカ、そして世界を席巻した。「Vespa Nuova」は

1965 年発表された 125ＣＣモデル。ベスパの販売数は百

万台を超え、世界中のベスパ クラブメンバーは政界中に

５０万人を超えるといわれる。 

 

 

 

 

ベスパ 

ホフマン 

ドイツ 

 

ベスパのドイツ代理店

ホフマン社の広告ポ

スター。1950 年頃の

ものであろう。このこ

ろのベスパのセールス

は 5 万台程度であっ

た。ベスパの販売数

は百万台を超え、世

界中のベスパクラブ

メンバーは５０万人を

超えるといわれる。 

 

４ｂ－Ｂ８５６ Ｖｅｓｐａ Rally Camping ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上 

４ｂ－Ｂ８６５ Ｖｅｓｐａ Ｋａｌ。 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

４ｂ－Ｂ８６7 Ｖｅｓｐａ Nouveaux Model￥３，７８０ 

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４ｂ－Ｂ８７２ Ｖｅｓｐａ Hoffmann ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

 

ベスパ 

 

ビンボとブラッキー 

イギリス 

 

最初のベスパは 1946

年に登場した。スチール

モノコックのボディや駆

動部まで一体化された

スイングユニットのエン

ジンは画期的であった。

現在販売数は百万台を

超え、世界中のベスパ

のクラブメンバーは５０

万人を超える。「ビンボ

とトブラッキー」は 1954

年発行のハケットリトル

ブックのキャラクター。 

 

   

ベスパ 

コラージュ 

イタリア 

「ベスパ」ほど世界中で

愛されてきたブランドは

ない。スチールモノコッ

ク ボディー、駆動部ま

で一体化されたスイン

グ・ユニットのエンジン

はピアジオ社の航空機

技術と鋼板圧延技術

の結晶である。、世界

中のベスパのクラブメ

ンバーは５０万人を超

える。 

 

 

ベスパ １２５ イタリア 

「ベスパ」ほど世界中で愛されたブランドはない。

スチール・モノコックボディー、駆動部まで一体化されたスイ

ング・ユニットのエンジンはピアジオ社の航空機技術と鋼板

圧延技術の結晶である。 

 

 

 

ベスパ 

イタリア 

パーキングサイン 

重量 1.3kg。 

英国 FTTD 社製。 

 

「ベスパ」は世界中

で最も愛されるブラ

ンドである。スチール

モノコックボディー、

駆動部まで一体化

されたスイング ユニ

ットのエンジンはピア

ジオ社の航空機技

術と鋼板圧延技術

の結晶である。 

 

４ｂ―Ｂ８６３  Ｖｅｓｐａ Ｂｉｎｂｏ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

4-Ａ８２８   Vespa 9 ￥３，７８０  

 ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４ｂ－Ｂ８６１ Ｖｅｓｐａ １２５ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

4-SS５８   Vespa ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ レッド地 ホワイト文字 
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