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バドワイザー  ラベル  アメリカ 

 

１８７６年、ドイツ移民、アドルファス・ブッシュがミズーリ州セン

トルイスに創立。現在では世界一の販売シェア―を誇る。 

 

 

バドワイザー  ヒストリー  アメリカ 

 

アルコール度数は、3.2%(ミネソタ州、コロラド州)から 5．

５%(バド・アイス)までとアメリカでも州によって異なる。 

 

バドワイザー ラベル ウェザード フィニッシュ レッド  

アメリカ 

 

チェコ、ボヘミア地方のチェスケーブドバイス{英語読みでバ

ドワイザ－）をアメリカに持ち込み製造、アメリカ合衆国の登

録商標を得た。その後世界中で商標権の取得することとな

ったが、本家であるブドバル社と名称をめぐる訴訟が起きる 

 

バドワイザーラベルブルー ウェザード フィニッシュ  

アメリカ 

成分は、ヨーロッパ製ビールと異なり、コメの使用が多いの

が特徴である。コメの分量は最高５０％までという。 

４０-ＦＤ１６  Budweiｓer Label ￥２，７３０ 

アメリカ製 ３０ｘ４１cｍ   

４０-ＦＤ１７  Budweiser History ￥２，７３０ 

アメリカ製 ３０ｘ４１cｍ      

４０-ＦＤ２６ Ｂｕｄ Ｌａｂｅｌ（Ｒｅｄ） ￥２，７３０ 

アメリカ製 ２０ｘ４１cｍ     

４０-ＦＤ２７  Ｂｕｄ Ｌａｂｅｌ（Ｂｌｕｅ） ￥２，７３０ 

アメリカ製 ３０ｘ４１cｍ     

 

フォスター ラガー 

オーストラリア 

 

フォスターグループは海

外での発展に比して、

オーストラリア国内では

カールトン クラウン、ス

テラ等のブランドが販

売の主力であり、自国

内では現在はあまりポ

ピュラーとは言えない。 

 

 

 

フォスター ラガー 

オーストラリア 

 

アルコール度数４．９％

のオーストラリア ビー

ル。英国には１９７０年

代に輸出を開始。現在

では世界各地でライセ

ンス生産されている。 

 

レングラン ビール 

フランス 

 

レングラン醸造所はパリ

の北２００キロ、リール

近郊にあるにあるビー

ル醸造所。１Ｇ．ピアナ

の１９２７年発行のビン

テージ ポスター。作者

はリオネット・カピエロ。

左上には「どうどうたる

飲みっぷり」とある。フラ

ンスのポスター コレクシ

ョンの中には必ず登場

する有名な作品。 

 

 

 

セルベサ（ビール） 

ラ クルス デル カンポ 

スペイン  

 

１９０４年、ロベルト・オス

ボーン・ギザラはスペイン、

セビリア地方、クルス エ

ル カンポスでビールの醸

造を開始した。現在ハイネ

ケングループに属してい

る。 

４０-Ｄ１３９  Ｍｕｒｐｈｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ１３８  Ｆｏｓｔｅｒ‘ｓ Ｌａｇｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ２２６  lengrand ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ａ９９５ Ｃｅｒｖｅｚａ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

スコッチエール 

イギリス 

 

エジンバラにある、スコ

ッチ醸造所のエールウ

イスキー。スコッチエー

ルは一般のエールに比

べて透明度の高いビー

ルで味もマイルドであ

る。 

広告には老人が、 

「わしは１０１歳になる

が 、 毎 日 これ を飲 ん

で、一日づつ若くなっ

とる」と書いてあるのが

楽しい。 

  

ロシアビール 

 

ロシア ビールの特徴的

な、円錐型ビール瓶、

向こうに見えるのはクレ

ムリン宮殿は 12 世紀

に築かれ，1366年、石

造 り の 城 塞 と し て 再

建、15 世紀後半、イワ

ン大帝により全面改築

が行われ今日の偉容を

持つに至った。1712

年、ピヨートル大帝はサ

ンクトペテルブルグに遷

都するが、17 年以降

は，ソビエトの政府の中

心となった。正確には

「クレムリ」と呼ばれる。 

 

ロシアビール 

 

コサックの伝統衣装の女

性。背景には、ウクライナ

の地図。ウクライナは 13

世紀にキエフ大公国がモ

ンゴル帝国に滅ぼされて

後は独自の国家を持た

ず、リトアニア大公国やポ

ーランド王国に属した｡

17-18 世紀にはウクライ

ナ･コサックの国家が興亡

しその後ロシア帝国の支

配下に入る｡第一次大戦

後に独立宣言するも，ロ

シア内戦でソビエト連邦に

加わり，1991 年に独立し

た。チェルノブイリがある。 

４０-Ａ７３８  Ｙｏｕｎｇｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

４０-Ｂ０４６ ＲｕｓｓｉａｎＢｅｅｉｒ＆Ｌｏｂｓｔｅｒ  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

４０-Ｂ０５４  ＲｕｓｓｉａｎＢｅｅｒ＆Ｆｒａｕ  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

 

フェニックス ダブリンスタウト ビール  

アイルランド 

 

スタウトビールとは、ローストした大麦を使用、上醗酵法によ

って作られたビール。主に、イギリス、アイルランドが産地。

「スタウト」とは強いという意味であるが、アルコール分は一

般的なラガーより強いものが多い。 

 

アイリシュ ビール 

ジェームス マーフィー アイルランド 

 

１８５６年、アイルランド、コーク市に設立,ギネスと同様ドライ

スタウトであるが、味は、よりマイルドでコーヒーに似たフレーバ

ーが特徴である。現在はハイネケングループに属する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ブルドッグ ブリューワリー  アイルランド 

 

１８４８年創業のロバート ポーター社はリバプールに本拠を

置き、ギネス、バスのエールに独自のブルドックのラベルを

張り加えて販売した。ちなみにバスは１７７７年設立の会社

であるが、英国で初めての商標登録を行った会社である。 

 

バークス ギネス スタウト  

アイルランド 

 

輸出向けギネス。「食前に飲むと食欲を増し、消化も良い。」と

書いてある通り、おいしそうな図柄。 

 

 

 

 

 

４０-Ａ４５６   Ｐｈｅｎｉｘ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ１７７  Porter ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ１７４  Ｂｕｌｄｏｇ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ２９３  Burke’s Stout  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

    

ホルト 

イギリス 

 

ホルト社は 1837 年ロ

ンドン東部に設立され

た。エールとスタウト ビ

ールを販売。１９１２年

にはキャノン 醸造所に

合併された。マリーン 

ブランドで海外に輸出

された。 

このデザインは 1904

年商標登記された。ポ

スターの作家は A. クラ

イスト。 

 

アイリッシュビール 

キルケニー 

アイルランド 

 

１７１０年、スミシック

醸造所として発足。ア

イルランドの所謂、クリ

ームエール。現在、英

国ディアジオ グループ

に属する。キルケニー

はアイルランド東南に

ある古都で観光地とし

ても有名である。 

 

バカルディ 

バミューダ 

 

バカルディはラム酒のメ

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

活動する。「アトウェイ」 

ビールは 1926 年に設

立されたアトウェイ ブ

リュワリーで醸造される

バカルディー社のビー

ル。ポスターはひときわ

意表をついた秀作であ

る。 

 

バカルディ 

バミューダ 

 

もともとはあまり洗練さ

れた飲み物とはみなさ

れていなかったラムをチ

ャーコール フィルター製

法によって、品質の飛

躍 的 な向 上 に成 功 し

た。これにより、バカル

ディは、スピリッツをベー

スとするカクテルのパイ

オニアとなった。 

 

４０-A434  Holt & Co.  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４０-Ｄ０１９  Ｋｉｌｋｅｎｎｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

40-Ｄ１５７  Ｂａｃａｒｄｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

40-Ｐ４３２２Ｂａｃａｒｄｉ Ｈａｔｕｅｙ 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 
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