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静かなる男 

ジョン ウェイン 

モーリン オハラ 

アメリカ アイルランド 

 

１９５２年公開のアメリ

カ映画。ジョン・フォード

監督、ジョン・ウェイン、

モーリン・オハラ共演。

アメリカを離れて、アイ

ルランドに移り住む主人

公は、自身アイルランド

移民の子である、ジョン

フォードの郷愁がこめら

れている。アカデミー賞

７部門にノミネートされ

た。 

 

王子と踊り子 

英国／米国／ドイツ 

マリリン モンロー 

ローレンス オリビエ 

 

１９５７年製作、ハリウッ

ド映画のドイツ語版の映

画ポスター。マリリン・モ

ンロー、ローレンス・オリ

ビエ共演の気まぐれな

王子と美貌の踊り子と

の恋を描く喜劇。５３年

劇作家、テレンス・ラティ

ガンによる舞台劇をマリ

リンモンローが映画化権

を取得、ラティガン本人

が脚本を担当、オリビエ

が監督した。原題「Prince and Showgirl」 

 

カメリエンダーメン  

椿姫 ドイツ 

グレタ ガルボ 

ロバート テイラー 

 

1936 年アレクサンドル

デュマ原作、ベルディの

オペラは何回も映画化

されている。中でも初

期ハリウッドの伝説のス

ター、グレタガルボ、ロ

バートテイラーの椿姫は

各国で上映された名作

である。 

 

 

 

 

 

チャーリー 

チャップリン 

キッド 

アメリカ 

 

１８８９―１９７７年。イギ

リスの映画俳優。映画監

督コメディアン、プロデュ

ーサー。ヒットラーと同じ

年生まれ。１９２１年作

品、「キッド」は最初の長

編作品。モダンタイムス、

独裁者等の多くの作品を

残す。アカデミー特別賞

特別名誉賞始め多く受

賞がある。親日家でもあ

った。 

46-A466   Quiet Man  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネ ニス光沢仕上げ 

46-Ａ７０６ Prinz & Tanzerin ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-P4333 Kameliendamen  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

46-Ｐ４２７８  Ｋｉｄｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

 

静かなる男 

アメリカ 

ジョン ウェイン 

モーリン オハラ 

 

１９５２年公開のアメリカ

映画。ジョン・フォード監

督、ジョン・ウェイン、モー

リン・オハラ共演。アメリカ

を離れて、アイルランドに

移り住む主人公は、自身

アイルランド移民の子であ

る、ジョンフォードの郷愁が

こめられている。アカデミ

ー賞７部門にノミネートさ

れた。 

 

マリリン モンロー アメリカ 

 

「紳士は金髪がお好き」「七年目の浮気」「バス停留所」「荒

馬と女」等に出演。１９５４年、ジョーデマジオと結婚。 

１９２６～６２年。身長１６６ｃｍ 体重５３ｋｇ B８６ｘH８６

ｘW61 「セックス シンボル」といえば常に彼女の名前が挙

がるが、ケネディー大統領とのスキャンダルでも有名。 

 

 

ＳＩＳＩ  ドイツ 

ロミー シュナイダー 

  

ロミーシュナイダーはオ

ーストリアウイーン生ま

れ、両親ともに俳優で、

15歳でデビュー。映画、

プリンセスＳＩＳＩ三部作

でバイエルン王国公女

シシーを演じアイドル的

な人気を得る。シシーは

そのまま彼女の愛称と

なった。1958 年アラン

ドロンと婚約、ゴールデ

ングローブ主演女優に

ノミネートされた。 

 

ティファニーで 

朝食を イギリス 

オードリー  

ヘップバーン 

 

英国人の父とオランダ

人の貴族の母を持ち、

オランダで生まれる。第

二次大戦中、レジスタ

ンス運動に従事。アン

ネ フランクと同じ年。

ローマの休日でアカデ

ミー賞最優秀主演女優

賞を獲得．１９８９年引

退後はユニセフ親善大

使として活躍。 

４６-A8７2 The Quiet Man  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

４６-Ｐ４３２７-A Marilyn Monroe ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-Ｐ４３２８ ＲｏｍｉｅＳｈｎｅｉｄｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

４６-B919  Breakfast at Tiffany ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

シャーロック 

ホームス 

ドイツ 

ハンス アルバート 

 

ハンス アルバースは

1930～45 年にかけて

最も人気のあったドイツ

の俳優であるのみなら

ず、20 世紀ドイツの最

もすぐれた名優と評価

される。独身を貫き、歌

手としても活躍した。ド

イツ初のトーキー映画に

も出演し、「シャーロック

ホーム」は彼の代表作。 

 

ゾロ 

アメリカ 

タイロン パワー 

 

マスク オブ ゾロはジ

ョンストン・マッカレー

作品、「カピストラノの

厄病神」のヒーロー。弱

者の味方で、大盗賊

の物語は度々映画化

され、１９６０年には

「怪傑ゾロ」としてテレ

ビ映画化。１９９８年、

２００５年の映画化は

いずれも大ヒットした。 

 

 

ライアンの娘 

イギリス 

デビット リーン監督 

 

1970 年イギリス映画。

独立戦争前のアイルラ

ンドを舞台にイギリス人

将校とその村に住む人

妻ロージーとの不倫を

通じて描かれるヒューマ

ンドラマ。監督はアラビ

アのロレンスのデビット 

リーン。 70 年のアカデ

ミー助演男優賞、撮影

賞受賞。 

 

 

7 年目の浮気 

ドイツ 

マリリン モンロー 

 

1955 年、20 世紀フォッ

クス 製作 のアメリカ映

画 。 ビ ル ワ イ ル ダー 監

督、トムイーウェル、マリリ

ンモンロー主演。イーウェ

ルはこの映画でゴールデ

ングローブ賞主演男優

賞を受賞した。これは珍

しいドイツ版ポスター。 

46-P４３２９ Sharlock Homes ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-Ｂ０７９   Ｚｏｒrｏ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-A946 Ryan’s Daughter  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

４６-B０９０ ７ Ｙｅａｒｓ Ｉｔｃｈ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

嘆きの天使 

ドイツ 

マレーネ ディートリッヒ 

  

マレーネディートリッヒは

1930 年ベルリンの舞台

に立っていたところを、

映画監督ジョセフ スタ

ンバーグに認められる。

ドイツ初のトーキー作品、

「嘆きの天使」で退廃的

な美貌、セクシーな歌

声、 その脚線美で一躍

国際的な名声を獲得し

た。ゲーリー クーパーと

「モロッコ」に共演した。 

 

マレーネ デートリッヒ  

ドイツ 

 

ドイツ初のトーキー映画、

「嘆きの天使」で退廃的

な美貌、セクシーな歌

声、その脚線美で国際

的な名声を獲得。「モロ

ッコ」ではアカデミー賞に

ノミネートされる。ナチス

を嫌いアメリカの市民権

を獲得した。戦後も歌手

として活躍、大阪万博で

来日した。本名、マリー･

マグダレーネからマレーネ

と称した。 

             

             

 

 

アルフレッド 

ヒッチコック 

イギリス 

 

1899～1980 年、イギ

リスの映画監督，プロ

デュ^サー。主にアメリカ

で活躍、独特のスリラ

ー映画作成手法で、サ

スペンスの神様と言わ

れ、同時にフランスで

はヌーベルバーグの神

様とも称された。1940

年作品、レベッカでは

アカデミー作品賞に輝

く。必ず自分の作品の

中に一瞬だけ登場する

ことで知られる。 

 

 

シルバー リバー  アメリカ 

エロール フリン アン シェリダン 

1948 年ワーナーブラザーズ配給、エロール フリン、アン 

シェリダン主演。南北戦争、インディアン、ギャンブラーと典

型的な西部劇である。エロール フリンはオーストラリア生ま

れの典型的なハリウッド冒険活劇スター。アンシェリダンは

1936 年ワーナーブラザーズと契約、一躍人気スターに.。 

。４６-B442 Blaue Engel  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

46-Ｐ４３４３  Marene Dietrich ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-Ｐ４３３７  Alfred Hiｔchcock ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-A861 Silver River  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

 

マリカ レック 

ドイツ 

ナチ政権下の女優 

 

マリカレックはハンガリア

に生まれ、ナチ政権下の

映画俳優，歌手として

有名であった。ブダペス

トで少女時代を過ごし、

1924 年からはパリにす

んだ。ムーランルージュ

の舞台に上がったが、

34 年にはドイツ、ユニバ

ーサルと契約、以後映

画女優の地位を不動な

ものにする。 

                

リタ ヘイワーズ  

アメリカ 

 

グレンフォード作品 「ギル

ダ」に主演。 

１９４０年代のトップスタ

ーの一人であると同時に

ギルダの出演によって、

50 年代、代表的な「セッ

クス シンボル」と謳われ

たアメリカ女優。３７年間

で６１作品に出演、アメリ

カ映画協会から、「全時

代を通して最高の俳優」

の一人にノミネートされ

た。 

 

 

                   

ジュンダリン 

ドイツ 

 

「罪びと」に主演したヒ

ルデグラード・ネフは１９

５０年ドイツ映画史上初

めてヌードとなり、大ス

キャンダルに発展した。

４０年、１４歳でデビュ

ー、４５年敗戦時、捕虜

収容所に収容されたさ

い、ソビエト兵のレイプ

を避けるため、男装した

という逸話を持つ。 

 

 

ドイツ映画スター 

  

伝説の美貌とセクシーな歌声で世界を魅了した、マレーネ

ディートリッヒを中心に、トーキー創世記のドイツを彩った叙

スターたち。  

４６-Ｐ４３３２ The Beatles  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 

46-Ｂ０８０  Rita Hayworth ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-B089 Die Sunderin   ￥３、８００ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-Ｐ４３２６ The Beatles  ￥３，８００ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス仕上げ 
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