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ウイルス    

サー・ロ-リー 

イギリス 

 

サー ウォルター・ローリ

ーは探検家、作家、詩

人として知られ、英国

のエリザベス１世の寵

臣として知られている。

新世界における最初の

イングランド植民地を

築いた。ウィルス社はゴ

ールド フレーク シガレ

ットで有名。１９２０年

頃の広告である。英国

にタバコを紹介したの

はサー  ウオルター  ライ

レーである。 

 

ウイルス ゴールドフレイク イギリス 

 

フランシス ドレーク（１543－１５９６年）はイギリスの海

賊船長であり、海軍提督でもあった。1980 年、100 トン

のガレー船を旗艦とする 5 艘は英国初の世界一周を達

成、1580 年の帰還時は､３０万ポンドの金銀財宝をエリ

ザベス紹鴎に献上し、その功績で海軍中将となった。 

 

 

ワインは最も歴史が古い酒の一つとされ、現在のグルジア周辺で紀元前8,000年頃より飲用されていたとされ、アルメニ

アでは最古のワイン醸造所の跡が発見されている。その後醸造法が南方に伝搬し、紀元前 5000 年には中東、メソポタミ

ア、4000 年頃にはエジプトでも醸造された。その後古代ギリシャ、ローマへと伝搬し、ローマ帝国の拡大に伴って、ガリア(現

在のフランス)へも広がってゆく。当時は過剰な甘さを緩和するため水割で飲まれていたといわれている。現在のソフト・ドリン

クの感じであろう。中世ヨーロッパではワインは宗教儀式に使用される重要な道具であり、娯楽としての飲酒が普及するのは

ルネッサンス以降である。 

 

ビールは西アジアのメソポタミア文明のシュメール人により大麦を使ってつくられたとする資料がは最古であり、古代エジ

プトでもその痕跡が確かめられた。製法としては麦芽を乾燥させ粉末にしたものを水で練って焼き、一旦パンにしてから水に

ふやかし、麦芽の酵素で糖化を進行させアルコールを発酵させたと考えられている。 

 

タバコの語源はスペイン語やポルトガル語の「tabaco」である、タバコ自体は 15 世紀アメリカ大陸からもたらされたもので

あるが、スペインでは薬草類をタバコと呼んでおり、タバコの語源がアメリカであるというのは誤りである。 

 

コーヒーは世界で最も多くの国で飲用される、嗜好品である。コーヒー果実は食べられるため有史以前から野生種が利

用されていたと考えられるが、現在に見られる焙煎した豆から抽出したコーヒーが登場するのは 13 世紀である。当初修道士

などの秘薬であったが、15 世紀には一般民衆の喫煙が認められ、中東・イスラム世界からエジプトまで拡大した。オスマン帝

国のトルコを経てヨーロッパに伝わるのは 17 世紀であった。日本では、1804 年オランダ人が持ち込んだとの記録がある。 

 

 

 

４２－Ａ５２４  Ｓｉｒ Ｒａｌｅｉｇｈ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－A124  Ｇｏｌｄ Ｆｌａｋｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ミネストロスをどうぞ ハバナ キューバ 

 

１４９２年コロンブスの航海でヒスパニオラ等より持ち帰ったシ

ガー喫煙の習慣はスペイン、ポルトガル、フランス、イギリスへと

たちまち広がった。シガーの品質はハバナが最上等とされ価格

も高い。ミニストロス（内閣）印のシガー。ホセ ティンクハント＆

ゴンザレス社は、ハバナ シガーの有力ディーラー。 

 

サンタ ダミアナ ドミニカ 

 

１４９２年コロンブスの航海でヒスパニオラ等より持ち帰った

シガー喫煙の習慣はスペイン、ポルトガル、フランス、イギリ

スへとたちまち広がった。キューバ シガーの名門。現在では

古いキューバ ブランドを復活させ、1992 年からドミニカ共

和国で生産が開始された。 

 

たばこ歓迎 

ドイツ 

 

タバコの語源はスペイ

ン語やポルトガル語の

「tabaco」である、タバ

コ自体は 15 世紀アメ

リカ大陸からもたらさ

れたものであるが、ス

ペインでは薬草類をタ

バコと呼んでおり、タバ

コの語源がアメリカで

あるというのは誤りで

ある。またニコチンの

語源はフランスにタバ

コを紹介しの駐スペイ

ン大使、ジャン  ニコで

ある。 

 

 

喫煙所   ドイツ 

 

タバコの語源はスペイン語やポルトガル語の「tabaco」で

ある、タバコ自体は 15 世紀アメリカ大陸からもたらされ

たものであるが、スペインでは薬草類をタバコと呼んでお

り、タバコの語源がアメリカであるというのは誤りである。

またニコチンの語源はフランス語で、タバコを紹介したの

は駐スペイン大使、ジャン ニコである。 

 

４２－Ａ８８４  Ｍｉｎｉｓｔｒｏｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ２７１Ｓａｎｔａ Ｄｏｍｉｎｉｃａ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ３３０ ＲａｕｇｈｅｒＷｅｌｃｏｍｅ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ３２８ Ｓｍｏｋｉｎｇ Ａｒｅａ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ピーボヤー 

コロンビア 

 

１４９２年コロンブスの

航海でヒスパニオラ等

より持ち帰ったシガー喫

煙の習慣はスペイン、

ポルトガル、フランス、

イギリスへとたちまち広

がった。コロンビアは大

タバコ生産地の一つ。

ボゴタにあるピーポヤー

社の紙巻きタバコの宣

伝ポスター。 

 

ＪＯＢ紙たばこ 

イギリス 

 

１４９２年コロンブスの

航海でヒスパニオラ等

より持ち帰ったシガー

喫煙の習慣はスペイ

ン、ポルトガル、フラン

ス、イギリスへとたちま

ち広がった。レオネット・

カピエロのポスター。彼

は１８７２年にイタリア

で生まれ、パリで漫画

家となるが、１９世紀

末、ポスターのブーム

に乗り、ポスター画家

に転身、大成功を収め

る。 

 

ブラック  

キャット 

イギリス 

 

１７世紀になるとパペレ

ットと呼ばれた紙巻きタ

バコが現れる。１８３０

年頃になるとフランスに

持ち込まれ､小さなシガ

ーの意味で『シガレット』

を呼ばれた。1788 年創

立のロンドン、キャレラス

社のシガレット広告。同

社 は 現 在 存 在 し な い

が、黒猫の広告は常に

人気者である。１９２０

年の広告ポスター。 

 

プレイヤーズ 

シーマン 

イギリス 

 

１９世紀中頃、ジョ

ン・プレイヤーが英国

ノッティンガムに設立

したたばこ会社。１９

０１年にブリストルに

本拠を置くインペリ

アル タバコ グルー

プに買収されるが、

当時のブランド、「ネ

イビーカット」[ジョン

プレーヤーズスペシャ

ル][ゴールドリーフ]

はそのまま保持され

た。 

４２－Ｐ６２９４ ＰｅｉｂｏｊａＣｉｇａｒｅｔｔｏ￥３，７８０ 

   ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ１７２    Ｊｏｂ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ａ０３７  Ｂｌａｃｋ Cat Cigarette￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－A100  Player’s Seaman￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

プレイヤーズ 

イギリス 

  

１９世紀中葉、ジョン・プレ

イヤーが英国ノッティンガ

ム に 設 立 し た た ば こ 会

社。１９０１年にブリストル

に本拠を置くインペリアル 

タバコ グループに買収さ

れるが、当時のブランド、

「ＮavyCut」[John Player’

s Special][Gold Leaf]は

そのまま保持された。現在

はインペリアル タバコ グ

ループとブリティッシュ ア

メリカン タバコ グループ

が製造する。 

      

 

 

プレイヤーズ 

イギリス 

 

１９１０年頃のポスター。

現在 JPS は香水、シャ

ンプー、洋服、ウイスキー

などのブランドでもある。

現在のフィルターシガレッ

トと異なり、コルクを使用

したチップ付きのシガレッ

トもあった。    

 

カサノバ シガレット 

テリア 

ドイツ 

 

ドイツ、カサノバ シガレ

ットの広告。ポスターの

作者はルードウィッヒ･

ホルベイン。 

アンティック広告ポスタ

ーでも上位の人気をほ

こる。 

 

ブルワーク 

キザミタバコ 

イギリス 

 

パイプタバコはアメリ

カ合衆国の本土全域

と南アメリカの一部

地域での習慣がヨー

ロッパに伝わったも

の で あ る 。 喫 煙 具

は、当初はクレイパイ

プ（陶器）が主流であ

ったが､18，9 世紀

にはメシャム（海泡

石）パイプが､19 世

紀後半となるとブラ

イヤーパイプが主流

となった。 

４２-Ａ１０１   Player‘ｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ０２６ Ｐｌａｙｅｒ‘ｓ Ｐｏｌｏ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

42-Ａ８０９  Casanova    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ａ１１８  Bulwarｋ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ロシア  タバコ 

 

ロシアは中国、アメリカに次ぐたばこの輸入国である。 

 

 

ロシア 

 

たばこをのむ紳士 

 

ロシアは中国、アメリカ

に次ぐたばこの輸入国

である。 

 

 

キリアッティ 

ドイツ 

 

ドイツ、キリアッティ兄

弟 社 の シ ガ レ ッ ト 広

告。 

同社はカイロ、アムス

テルダムハンブルグに

支店を置いた。 

 

ピーター 

シッケビー 

デンマーク 

 

パイプタバコはアメリ

カ合衆国の本土全域

と南アメリカの一部

地域での習慣がヨー

ロッパに伝わったも

の で あ る 。 喫 煙 具

は、当初はクレイパイ

プ（陶器）が主流であ

ったが､18，9世紀に

はメシャム（海泡石）

パイプが､19 世紀後

半となるとブライヤー

パイプが主流となっ

た。 

４２－Ｂ０５５ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｔａｂａｋ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ０１８  Ｒｕｓｓｉａｎ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－Ｂ３６６ Ｋｙｒｉａｚｉ Ｃｉｇａｒｅｔｔｅｎ  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

４２－Ｐ４２９４ ＰｅｔｅｒＳｔａｏｃｋｋｅｂｙｅ‘ｓ  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス 
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