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クラッシック ゴルフィング  

１８６０-１９１０年ゴルフ チャンピオン イギリス 

 

ゴルフの発祥は、12 世紀頃スコットランドのセントアンドリュ

ースコースのあるあたりで、羊飼いたちが、野兎の穴にめが

けて小石を打ったという説が面白い。近代的なゴルフが行

われるようになったのは 19 世紀からである。 

 

ボブリル ゴルフ 

イギリス 

 

ヘルス 

ストレングス  

ビューティ 

 

1870 年、フランス、ナポ

レオン3世がプロシア戦争

用に軍隊用牛肉加工品を

注文したことに端を発する

ボブリル社は１889 年の

創業。独特な形状のガラ

ス容器はコレクターアイテ

ムとしても珍重された。 

 

 

 

ジョニー ウォーカー  

ゴルフ 

イギリス 

 

1865 年ブレンドウイス

キーを発売、現在では１

億３千万本の出荷をす

る。 

１８７０年には有名な角

型のボトルを発表、さら

に有名なラベルは２４度

の角度で張られている。

このデザインは今日まで

続けられている。 

 

ギネス ゴルフ   アイルランド 

 

1756 年創業のビール醸造会社。アイルランンド 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。日本ではキリンビールが販売権を持つ。 

 

47-Ｂ３３５  Ｇｏｌｆｉｎｇ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ８６５  Ｂｏｖｒｉｌ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３５-Ａ０３９  Johnｎie Walker  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３２-Ｇ８５０ Guiness   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

テネンツ ゴルフ 

イギリス 

 

１８８５年、スコットラン

ド、グラスゴーで初めて作

られたラガービールであり

現在でもスコットランドの

６０%を占める。９３年シ

カゴ万博では金賞を受

賞．テネントスタウトはア

ルコール度６%、ストロン

グは９％である。ゴルフの

発祥は、12 世紀頃スコッ

トランドのセントアンドリュ

ースコースのあるあたり

で、羊飼いたちが、野兎

の穴にめがけて小石を打

ったという説が面白い。 

 

１９番ホール 

パブ  イギリス 

 

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。ゴルフの発祥は、

12 世紀頃スコットラン

ドのセントアンドリュース

コースのあるあたりで、

羊飼いたちが、野兎の

穴にめがけて小石を打

っ た とい う説 が 面 白

い。近代的なゴルフが

行われるようになった

のは 19 世紀から。 

 

 

グランス  

ゴルフ 

スイス 

 

スイス、ベルンーレッ

チェベルグーシンプロ

ン線を利用、アルプス

のゴルフコース､グラン

スがある。 

 

ゴルフを取るか？ 

ドイツ 

 

「セックスに精を出して

いたんでは、ハンディー

は上がらないぜ」と言

っているのか、それと

も、「ゴルフはお年寄り

のスポーツですよ」と言

っているのか、取る人

によって違ってきます。 

 

 

47-Ａ４５４  Ｔｅnnents Golf ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ７１１  Ｔｈｅ １９ Ｈｏｌｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ｂ１４３  Ｃran’s Golf   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ｂ１０７ Golfen Sie Schon ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アイ アム 

レディ 

イギリス 

 

ゴルフの発祥は、12

世紀頃スコットランド

のセントアンドリュース

コースのあるあたり

で、羊飼いたちが、野

兎の穴にめがけて小

石を打ったという説が

面白い。近代的なゴ

ルフが行われるように

なったのは 19 世紀か

らである。 

 

カタルニア 

一周レース 

スペイン 

 

現在記録に残るロード

レースは１８６９年パリ

郊外サンクルーで行わ

れた１，２００ｍのレー

スである。現在のロード

レースの原型である２

都市間を結ぶものは同

年に行われたパリ～ル

ーアン１２３ｋｍ、タイム

は１０時間４５分であっ

た。８８年以前は空気

入りのタイヤは開発さ

れていなかった。 

 

カールスバーグ 

サイクリング 

デンマークビール 

デンマーク 

 

カールスバーグは１８

４７年創立のデンマー

クのビール会社。１８

８３年、酵母の純粋培

養技術を開発、ビール

の大量生産の道を開

いた。 

 

シュルサイス 

ドイツビール 

ドイツ 

 

シュルサイスはドイツの

ビールメーカー。サイク

リングはビール会社の

広告に多い。その理

由はビールがヨーロッ

パでは酒というより清

涼飲料に近い取扱い

を受けていることであ

る。ヨーロッパにおける

自転車競技の人気は

非常に高く、競技人

口も多い。 

47-B４２６  I am ready  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ６７６  Cataluna Raｄ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-D221 Carlsberg Radｆahrer ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ｐ４３５８ Schultheiss  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

コンチネンタル 

ドイツ 

    

自転車は１８１７年、ド

イツ人、カール・フォン・

ドライスによって発明

された木製の乗り物

で、２個 の車輪 を備

え、前輪で向きを変え

ることができた。ドイツ

のタイヤメーカー、コン

チネンタルは１８９２

年、自転車用空気入

りタイヤを発売した。

自転車は快適な乗り

物となった。 

 

コンチネンタル 

ニューマティック 

イギリス 

 

１８７９年に後輪をチェー

ンで駆動するタイプが製

造され、現在の自転車へ

と発展する。これが現在

の自転車の原型といえ

る。空気入り自転車タイ

ヤは１８８８年ジョン・ダ

ンロップが空気入りタイ

ヤを実用化したが、１８４

５年、ロバート・トムソンが

既に特許を取得してお

り、長く法廷闘争が行わ

れた。 

 

オートモト 

フランス 

 

フランス アペリティフ 

ワイン、「ビイル」の広

告。ビイルは薬洋酒とし

て薬店で売られたことも

あり１９００年台前半に

は輸出も多かったが、１

９７７年ペルノ・リカール

に買収された。イタリ

ア、 ポスタ ーデザ イ ナ

ー、レオネット・カピエロ

のデザイン。 

 

バイシクレット 

ミラノ  イタリア 

 

現在記録に残るロード

レースは１８６９年パリ

郊外サンクルーで行わ

れた１，２００ｍのレー

スである．現在のロー

ドレースの原型である

２都市間を結ぶものは

同年に行われたパリ

―ルーアン１２３ｋｍ、

タイムは１０時間４５

分であった。８８年以

前は空気入りのタイヤ

は開発されていなかっ

た。イタリア、 ミラノ、

フレイグ社のポスター。 

 

47-Ａ８３３ Continental Rod   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ８７７ Continental Pneumatic   

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

47-Ｂ１７４ Automoto  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ９１８ Biciclette ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ユングフラウ 

スイス （アルプス） 

 

スイス登山鉄道。１９世

紀末から 20 世紀にか

けて建設された。終着

駅、ユングフラウヨッホ

は海抜 3、454 メート

ル、ヨーロッパで最も高

い 場 所 に あ る駅 で あ

る。スイス、ベルン州

（カントン）ベルナー オ

ーバーランドにあり、世

界中の観光客でにぎわ

う。ちなみに日本の鉄

道の最高地点は JR 東

日本、野辺山駅、１，３

４５メートル。 

 

  

コルティナ 

ダンペッツオ 

イタリア 

 

１９５６年、冬季オリン

ピック大会が開かれ

た、イタリア北部の観

光地。ロジャー ムーア

主演の「００７」やシル

ベスタースタローンの

「クリフ ハンガー」の

撮影等が行われたこ

とでも有名。1923 年 

スポーツ インベルナリ

（フェスティバル]のポ

スター。 

 

プジョー 

フランス 

 

プジョー兄弟によって

設 立 さ れ た 会 社 は

1800 年後半にはコー

ヒーミルや自転車と製

造していた。自動車メ

ーカーとして成長した

後 も 製 造 は 継 続 、

1926 年、自転車は別

会社となり、最近まで

製造していた。 

 

 

 

マルス  ドイツ 

 

自動車などと比較して、

移動距離あたりに必要

とするエネルギーが少な

く、有害な排出ガスが発

生しない。また、維持に

かかる費用が安く、整

備が容易である。メタボ

リックシンドロームの予

防や解消をはじめとする

健康増進効果への期待

や、大気汚染や地球温

暖化問題が叫ばれる現

在は環境への負荷の少

ない移動手段として、自

転車通勤や自転車通学

が見直されている。 

48-A989  Jungfrau   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-A911  Cortina D’Ampezzo  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ｐ４０９６ Peujeot  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ８８０ MarsＲａｄ     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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