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コカコーラ 

テニス ガール 

アメリカ 

 

1903 年、国内でのコカ

イ ン の 販 売 が 禁 止 さ

れ、1909 年にはアメリ

カ食品衛生局との裁判

がはじまった。裁判は勝

ったものの、このことに

より、コカインの含有量

を減らさざるを得なかっ

た。 

 

コカコーラ  

ガール 

ウィズ ホース 

アメリカ 

 

19世紀にアメリカで

発明された世界初

のコーラ飲料とされ

る。コカコーラは世

界的に有名である

のみならず、ペプシ

コーラやマクドナルド

などと並んで「アメリ

カ合衆国」を象徴す

る存在の一つであ

る。 

 

 

ギネス  

フットボール 

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。 

 

 

 

ギネス  ラグビー  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。 

 

29-Ｃ００７ Tennis Girl  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

30-Ｃ０２７ Girl with horse  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８０４  Football   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-G８62   Rugby   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

  

ギネス   

ツーカン  

フットボール 

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。 

 

 

 

ギネス   

フットボール ファン 

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。 

 

 

 

新製品 サーファー ２ 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。 

 

 

 

ギネス  サーファー  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。 

 

33-G８81 Toucan Football  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

33-Ｇ８５８ ＦｏｏｔｂａｌｌＦａｎｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８８２     Surfer  ￥３，７８０ 

 ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げドイツ製 20x30cｍ  

33-G８74  Guiness Surfer  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

サンモリッツ   

スイス 

 

サンモリッツは 19 世紀

以降イギリス人のため

のリゾート地として発展

がはじまり、やがてスキ

ーリゾートとして徐々に

発展していった。1928

年、第 2 回、冬季オリ

ンピックが開かれ、大

戦後の 48 年にも 2 度

目の開催を行った。日

本では北海道、倶知安

町が姉妹都市となって

いる。 

 

サンモリッツ フラウ 

スイス 

    

スイス、サンモリッツは 19

世紀以降イギリス人のた

めのリゾート地として発展

がはじまり、やがてスキー

リゾートとして徐々に発展

して言った。1928 年、第

2 回、冬季オリンピックが

開かれ、大戦後の 48 年

にも 2 度目の開催を行っ

た。日本では北海道、倶

知安町が姉妹都市となっ

ている。 

  

コルティナ 

ダンペッツオ 

イタリア 

（コルティナ） 

 

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。 

 

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 3454 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。 

 

４７ｂ－A981 Sｔ。Moritz ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４７－A990 St. Moritz Frau￥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 

48-A989  Jungfrau   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ギネス 

フィッシュ 

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。 

 

 

フィッシュ 

ネイキッド 

アメリカ 

 

1756 年創業の

ビール醸造会

社。アイルランド

ダブリン、 

 

カドベリー ココア 

イギリス 

 

キャドバリー社は1８74

年食料品店として発

足、31 年にはチョコレ

ート工場を立ち上げ菓

子メーカーとして成長

していった。一時シュウ

ェップスと合併、英国

王室御用立つ同氏の

合併として話題にな

る。２０１０年にアメリ

カ クラフト フーズに

より１．７兆円で買収

され、世界最大の菓子

メーカーが誕生した。 

 

新製品 

タップ  

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。 

 

 

32-Ｇ８２５   Big Fish   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

54-Ｎ１２８  Ｆｉｓｈ Ｎａｋeｄ  ￥２，７８０ 

アメリカ製  30x41cm  

21-Ｂ０９６ＣａｄｂｕｒｙＣｒｉｃｋｅｔ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

34-Ｇ８８９   On tap  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニ 

ペリー・バー  

グレーハウンド 

イギリス 

 

１９２8 年グッドウッドレ

ース場で行われた、グレ

ーハウンド レースの案

内広告。作成者はＬＭ

Ｓ（ロンドン ミッドランド

＆スコットランド鉄道（Ｌ

ＭＳ）である。バーミンガ

ムのペリーバー地域は

(小さい丘、東京の山の

手)ほどの区域。グッド

ウッドは自動車レース場

としても有名である。 

 

フォックス一家のディナー   イギリス 

 

キツネ狩りをひねって、フォックス一家の「人間狩り」の後の

朝食会。キツネ狩りは、16 世紀イギリスではじまり、オース

トラリア、カナダ、フランス、アイルランド、アメリカ、イタリ

ア、ロシアでも行われる。 

 

ギネス ダーツアイルランド 

 

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。キリンビールが日本販売権を持つ。 

 

 

ギネス 

エイムフォアギネス

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。 

 

24-Ａ８９７ Ｐeｒｒｙ Barr  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

54-Ｂ４３５ Ｍｒ.Ｆｏｘ‘ｓＤｉｎｎｅｒ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４９   Dart   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

32-Ｇ８４５   Aim    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げげ 
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