
                43434343                            嗜好品嗜好品嗜好品嗜好品――――2222                                ■■■■コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    ココアココアココアココア    紅茶紅茶紅茶紅茶        コーヒーメーカーコーヒーメーカーコーヒーメーカーコーヒーメーカー                                                    43434343    

 

クンツ 

ドイツ 

 

コーヒーは国によってス

ペルが違う。 

 

Coffee 英語 

Kaffee ドイツ語 

Café  フランス語 

Kaffe イタリア語 

Kaffe デンマーク語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーヒー 

ドイツ 

 

コーヒーはアラビア語で

コーヒーを意味する「カ

フア」がなまったものと

言われている。エチオ

ピアのコーヒーの産地、

「カッファ」から来たと

いう説もあり、トルコ、

イタリアを経由、ヨーロ

ッパへ、世界へともた

らされた。 

J.J. ダルボーフェンは１

866 年創業のハンブル

グにあるコーヒーと茶の

加工販売会社。 

 

カフェ 

ニューヨーク 

アメリカ 

 

１８６０年までに、アイ

ルランド系人口は２０

万人を超え、市の人口

の１／４を占めた。１９

２０年代、アフリカ系の

アメリカ人は南部から

ニューヨークに流入し

た。３０年の初頭、ニュ

ーヨーク圏の人口は１

０００万人を超え、人

類史上最初のメガシテ

ィー、ニューヨークが誕

生した。 

 

カフェ ニューヨーク  アメリカ 

 

１６２４年、オランダ人によって築かれた町は、１９～２０世

紀にかけて数百万の移民を迎え入れた。１７８５－９０年、

アメリカの首都であった。1931 年エンパイヤーステートビル

が竣工するころのニューヨークの風景を彷彿とさせる。 

 

43-Ａ４１４   Kunz   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ８６６  Café Darboven  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-A958 New York  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-B036  Ｃａｆｅ NewYork ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ボアザン 

カフェ ショコラ 

フランス 

 

1935 年、フランス人ノ

エル・サウディエのコー

ヒーショップのために作

られた、アールデコ調

のポスター。作者はノ

エル・ソニエ。 

 

カフェ  

コントアール コロニ

ー 

フランス 

 

パリ テンプル通りにあ

るコーヒー店、コントアー

ル デ コロニーのポスタ

ー。「アフリカ植民地（コ

ロニー）から来た物産を

扱うお店」ほどの意。 

 

フリエルス カフェー 

オランダ 

 

ジャバ島産のアラビカ

種コーヒーは 1830 年

オランダ領東インド時

代、インドから持ち込ま

れたものである。見た

目は濃く、薫り高く飲

みやすい。かつての大

産地でモカとブレンドし

たモカ ジャバは最初の

ブレンド コーヒーとい

われている。葉さび病

と経済恐慌で産地が

大打撃を受けて以来、                     

生産が激減した。 

 

 

マイネル 

コーヒー 

オーストリア 

 

コーヒーはアラビア語で

コーヒーを意味する「カ

フア」がなまったものと

言われている。エチオピ

アのコーヒーの産地、

「カッファ」から来たとい

う説もあり、トルコ、イタ

リアを経由、ヨーロッパ

へ、世界へともたらされ

た。ジュリアス・マイネル

はオーストリア、ウイー

ンに あ る喫 茶 店 であ

る。 

 

 

43-Ｂ０６２  Ｃａｆｅ Voisin  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ｂ０７１  Ｃａｆｅｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ｂ１５１  Ｆｒｉｅｌｅｓ Ｋａｆｆｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ｂ２５０  Ｍｅｉｎｌ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

１８６９ 

コーヒー 

アメリカ 

 

シアーズ コーヒー社は

テキサスにあるコーヒ

ー輸入商社であり、ロ

ー ス トも同 時 に 行っ

た｡1869 年の創業と

あるが、これはアメリカ

南北戦争の終わった

ばかりの年であり老舗

のコーヒー業者として

有名であった。 

 

 

ベンスドープ 

オランダ  

 

1840 年、アムステル

ダムにジェラルド・ベ

ンスドープによって設

立されたココア、チョ

コレート工場。カカオ

を栽培植物としたの

はマヤ文明である。

1502 年、コロンブス

は第 5 度目の航海で

ココア種子をスペイン

に持ち帰った。19 世

紀にはチョコレート生

産が始まったが、オラ

ンダは最大のココア

輸入国である。 

 

カフェ エスプレッ

ソ 

インスタント 

セルビシオ イタリア 

 

1899 年、イリノイ州在

住の科学者、加藤博士

が抽出液を真空乾燥

する技術を発明した。

1937 年、ネスカフェ

は、コーヒー需要の不

安定に悩むブラジル政

府の要請を受けスプレ

ードライ法のインスタン

トコーヒーを開発した。

ポスターの作者はセカ

ンティである。 

 

 

キャンプ コーヒー  イギリス 

 

1876 年、英国グラスゴー、パターソン＆サンズが発売した

代替コーヒーである。コーヒーエッセンス、チコリエッセンス､

砂糖等を水に溶かしたもの。軍隊で愛用されたといわれて

いる。 

43-Ｄ０６２ １８６９ Coffee  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ４０４  Ｂｅｎｓｄｏｒｐ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ９１７  Ｃａｆｅ Ｅｓｐｒｅｓｓｏ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ８７３  Ｃａｍｐ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ビクトリア 

アーデュイーノ 

イタリア 

 

1905 年創立のコーヒ

ー サ ー バ ー の メ ー カ

ー。、エスプレッソコー

ヒー・サーバーは一世を

風靡した。現在もトッ

プメーカーの一つであ

る。 

イタリアのポスター作

家、レオネット・カピエロ

のポスター。 

 

 

 

コスティナ コーヒー 

イタリア 

 

イタリア、 リコルディ・

ポルトフォリオのリトグラ

フ。彼はカンパリ、ミラノ

新聞等のデザインも手

掛け、1910～30 年に

かけて 70 枚のリトグラ

フを作成した。ユニーク

な題材と、独特な色遣

いとによって、アール・

ヌーボの旗手の一人と

して活躍した。 

 

カテレイナ 

マルツカフェー 

ドイツ 

 

コーヒーはアラビア語で

コーヒーを意味する「カ

フア」がなまったものと

言われている。エチオピ

アのコーヒーの産地、

「カッファ」から来たとい

う説もあり、トルコ、イタ

リアを経由、ヨーロッパ

へ、世界へともたらされ

た。 

 

 

ライオンズ 

ティー 

イギリス 

 

１８９４年、ロンドンに

て創業のティーショップ 

チェーン。１９２０年代

には、オリバー・バーナ

ードのインテリア デザイ

ンで有名であった。ビジ

ネスにコンピューターを

導入するなど革新的で

あったが８２年に閉鎖

する。 

43-Ｂ１７６ Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ａｒｄｕｉｎｏ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ９０９  Costinas Coffee ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ｂ１９０  Ｃａtherina'ｓＪｕｎｇｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-B037  Lyons’Tea  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

カフェ マルタン 

フランス 

 

カフェ マルタンはパリ 

ジュベール通りにある。

イタリア、ポスター画

家、レオネット・カピエロ

の作品。カビエロはイタ

リアで生 まれ、 1898

年にパリにわたる。ヨー

ロッパでもっとも有名

なグラフィックアーティ

ストの一人。元来は漫

画家であった彼の作品

は独特のユーモアにあ

ふれる。 

 

オールド 

リライアブル   コーヒ

ー 

イギリス 

 

コーヒーはアラビア語で

コーヒーを意味する「カ

フア」がなまったものと

言われている。エチオピ

アのコーヒーの産地、

「カッファ」から来たとい

う説もある。トルコ、イタ

リアを経由、ヨーロッパ

へ、そして世界へともた

らされた。オールドリライ

アブルコーヒ社は英国

のコーヒー商。1930 年

頃の広告看板である。 

 

リプトン ティー 

イギリス 

 

１８９０年、スリランカ

を訪れた、トーマス・リ

プトンは紅茶の取り扱

いを開始した。当時と

しては画期的であった

商標ビジネスを展開し

た。商標をつけることで

安全性や信頼の確保、

仲買人を排除等、当時

としては画期的な流通

革命を実現した。後に

慈善事業を広く行い、

英国国王よりサーの称

号が与えられた。 

 

ルナ アマトレ 

バルセロナ 

スペイン 

 

1797 年創業したバル

セロナのアマトリエール

は世界で最も古いコー

ヒーショップと言われて

いる。 スペイン人の 

イラストレーター、ラファ

エル・デ・ペナゴスの有

名なポスター。彼は、

1910-30 年にかけて

一世を風靡する、アー

ルデコの旗手の一人で

あった。 

 

43-B１８３  Café Martin ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ｂ３５３ ＯｌｄＲｅｌｉａｂｌｅCoffee ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ６４４  Ｌｉｐｔｏｎ'ｓＴｅａ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ７２９   Ｌｕｎａ Ａｍａｔｌｌｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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