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パブワールド 

イギリス 

 

ジャック ザ リッパー 

「切り裂きジャック」 

 

１８８８年から９１年にかけ

てロンドン ホワイトチャペル

地区で起こった連続殺人

事件。当時ロンドンは、アイ

ルランド移民、ロシア系ユ

ダヤ人の流入が激しく、治

安が乱れており、売春婦は

１，５００人を数えた。その

売春婦が連続殺人の被害

にあい、喉を掻き切り、内

臓を取り出すといった残忍

な手口が、市民を恐怖に

陥れた。                             

 

 

パブワールド 

イギリス 

 

ロンドン ターバン 

 

ターバンの言語はラテン

語のタベルナからきてお

り、地域、時代によって

定義は異なるが、パブと

ほぼ同義である。時代

によってジン、エール等

人気の飲み物も変化し

てきたが、ロンドン ター

バンは変わらぬ風格をと

どめる。 

 

 

パブワールド 

イギリス 

 

シャーロック 

ホームス 

 

シャーロックホームズの

冒険はアーサー コナン

ドイルの推理小説。１８

８７年から１９２７年に

かけて、ストランドマガジ

ンに６０編が発表され

た。相棒を物語の書き

手とするスタイルはモル

グ街の殺人（エドガー ア

ラン ポー、１８４１年）を

踏襲している。 

 

パブワールド 

イギリス 

 

１９番ホール 

 

19 番ホールは通例、バ

ー、パブ、レストラン等をさ

す。ここは最高のショット

とスコアが期待できる唯

一のホールである。 

 

４４-Ａ７０８ Jack The Ripper   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ａ７０９  The London Tavern  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ａ７１０ ＰｕｂＷｏｒｌｄＳｈａｒｌｏｃｋＨｏｌｍｅｓ

￥３，７８０  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル  

４４-Ａ７１１  １９ｔｈＨｏｌe  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

パブワールド 

ビーフィーター 

イギリス 

 

ビーフィーターは１８２０年

創立のジェームス バラ社

のジン。アルコール度数は

英国、アメリカでは４７度 

日本向けは４０度である。

アンジェリカ、ジュニパー、

アーモンドほか、計９種類

のエキスを加えた、穀類醸

造酒である。有名なラベル

はロンドン塔とロイアル パ

レスのガードである。 

 

パブワールド 

イギリス 

 

ドッグ & ダック 

 

英国では「ドック ＆ダ

ック」と名前の付いたパ

ブやインをみかける。 

 

 

 

 

 

パブワールド 

イギリス 

 

ドランクン 

ダック 

 

英国では「ドランクンダ

ック」と名前の付いたパ

ブやインをみかける。 

 

パブワールド 

イギリス 

 

フォックス & ハウンド 

 

英国で今でも行われる

キツネ狩りはカントリー

スポーツであり国技の

一つとなっている。古く

イギリスの村落ではキ

ツネが多くニワトリなど

への被害が多く、秋か

ら冬にかけて農場主が

大掛かりにキツネ狩りを

行ったのが起源。 

４４-Ｂ１５５  Ｂｅａｆｅａｔｅｒ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｂ１６２  Ｄｏｇ ＆ Ｄｕｃｋ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｂ１６３ Ｄｒuｎｋｅｎ Ｄｕｃｋ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｂ１６４  Ｆｏｘ ＆ Hound  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

パブワールド 

イギリス 

 

ランカスター爆撃機 

 

イギリス、アブロ社が開発

した 4 基のエンジンを持つ

爆撃機。第 2 次大戦中の

1942 年に運用を開始、

特に夜間爆撃で活躍し

た。映画「暁の出撃」で有

名なチェスターズ作戦に従

事、ルール川のダム破壊

の任務に成功した。暁の

出撃は 1954 年､「80 日

間世界一周」で有名なマイ

ケル アンダーソン監督の

処女作品。 

 

 

パブワールド 

イギリス 

 

スピットファイヤー 

戦闘機 

 

イギリス、スーパーマリ

ン社製レシプロ、単座

戦闘機。第２次大戦中

イギリス空軍初め、連

合国により使用され、１

９５０年まで使用され

た。２３，０００台が生

産され、バトル オブ ブ

リテンでメッサーシュミッ

トを迎撃し、一躍有名

になった。 

 

パブワールド 

イギリス 

 

ウェリントン 

急降下爆撃機 

 

１９３６年～４５年にか

けて１１，４５４機が製造

された。ヴィッカーズ社独

自の大圏構造の機体を

持つ爆撃機で、第２次

大戦初期のイギリス空

軍爆撃機部隊の柱とし

て活躍。「ウインピー」の

愛称で親しまれた。 

 

テンプルバー ダブリン アイルランド 

 

アイルランド、 ダブリン市のほぼ中心、リフェー川南岸の

中世の面影を強く残す地域で、ロンドンのテンプルバーから

その名をとったといわれている。１９世紀末から２０世紀に

かけて、地域は旧弊化し発展から取り残されるなか、かえ

ってこれが古い地域の保存に役立った。 

 

４４-Ｂ１６６ Ｔｈｅ Ｌａｎｃａｓｔｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｂ１６８  The Spitfire  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｂ１６９ Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４４-Ｄ１５０  The Temple Bar  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

オールド 

モルトカスク 

イギリス 

 

「オールドモルト カス

クは早く飲んではだ

め、ゆっくり味わって

飲むウイスキーなの

だ。」 

 

 

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１７８５～９０

年、アメリカの首都であった。１９～２０世紀にかけて数百

万の移民を迎え入れた。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街を彷彿とさせる。 

 

 

グレンフィディック ロゴ  イギリス 

 

 

ウイリアム グラント＆サン社が 1887 年のクリスマスに創

業。1906年にシングル モルトを世界に紹介し、一躍その名

を知らしめた。世界シェア30%と、最も多く販売されているシ

ングル モルト  ウイスキーである。 

 

 

マルティーニ サイン  イタリア 

 

マルティーニ＆ロッシはイタリア、トリノで創業、ベルモ

ット、スプマンテ（フランスのシャンペン）を製造する。１

９９３年、ラム酒のバカルディ社と合併した。F-1 始め

モータースポーツのスポンサーとしても有名である。 

４４-D２８１  Old Malt Cask  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ 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 

３５-D２４４ Glenfiddich Logo  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-P4312 Martini Sign  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

バカルディ  バーミュダ 

 

ラム酒は 19 世紀初頭、最も消費量の多い蒸留酒であっ

た。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。１８６２年創業。

現在もバカルディ家の私企業である。 

 

アイリッシュ 

ウイスキー 

オールド 

ブシュミルズ 

イギリス 

 

16０1 年創設のブッシ

ュミルズの工場は北ア

イルランド､アントリム

県にあり、毎年 10 万

人 以 上 が 訪 れ る 。

1740-1910年にかけ

てアメリカに移住した

大量のアイルランド移

民によりブッシュミルズ

の名は一躍有名にな

る。 

 

ギネス ラベル 

アイルランド 

 

1756 年創業のビー

ル醸造会社。アイルラ

ンド ダブリン、セント

ジェームスゲート醸造

所に生まれたギネス

はポーター(黒スタウ

ト)と呼ばれる。現在

では、ディアジオ社の

ビール部門である。わ

が国ではキリンビール

が販売権を持つ。 

 

 

モルトス 

ドイツ 

 

どこかかユーモラス

なワインのポスター

看板。 

38-Ｐ９３１７  Ｂａｃａｒｄｉ Ｌｏｇ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

37-Ｄ１０８ＯｌｄBushmills300Years￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８３９  Label   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

45-２０２５１  Maltos  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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