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ロンドンホースガード 

イギリス 

  （ロンドン市） 

 

バッキンガム宮殿の衛

兵の交代と騎馬兵の交

代はロンドン名物であ

る。 

グレイト ウェスタン ラ

インの観光ポスター。Ｇ

ＷＲ社はウエールスを

含むイギリス西部を商

圏とし、地域の観光に

も大きく貢献した。フラ

ンク ニューボルトの作

品。 

 

ウォータールー ステーション  イギリス 

（ロンドン市） 

 

1848 年開業のロンドンで最も古い駅の一つで乗降客もイ

ギリス最多。ポスターの作製された 1948 年に 100 周年を

迎えたが、21 世紀の現在でもそのたたずまいはほとんど変

わらない。 

 

ノッティング ヒル  イギリス  

（ロンドン市内道路標識）  

 

1999 年、ジュリア・ロバーツとヒュー・グラント主演の「ノッ

ティングヒルの恋人」で有名。1965 年からは 200 万の参

加者を集めたカーニバルも始まった。 

 

アビー ロード イギリス 

（ロンドン市内道路標識） 

 

1969年リリースされたビートルズ 12作目のアルバムのタイ

トル。曲を録音したロンドンのＥＭＩスタジオはアルバムの大

ヒットを記念してアビーロードスタジオと名前を改称した。40

年後の２０10 年、政府より歴史的、文化的遺産の指定を

受けた。 

 

48-Ａ４７３  Ｌｏｎｄｏｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-Ａ８８９ Ｌｏｎｄｏｎ Ｗａｔｅｒｌｏｏ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-Ａ７８８  Ｎｏｔｔｉｎｇ Ｈｉｌｌ  ￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-Ａ７７７  Ａｂｂｅｙ Ｒｏａｄ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

 ポートベロ ロード  イギリス  

（ロンドン市内 道路標識） 

 

ロンドン中央部、ノッティングヒル地域にあるポートベロ マ

ーケットはアンティックや古着の市が立つことでも有名。1７

４０年、イギリスがスペイン戦争で勝利した際、パナマのポ

ートベロの名をとってこの名がつけられた。現在でもビクトリ

ア朝時代の建物が並ぶ観光スポット。 

 

 

ダウンニング ストリート イギリス 

（ロンドン） 

 

1682 年、ジョージ ダウニングが周辺の土地を購入、ダウ

ニング街を開発、1732 年には英国初代首相、ロバートウォ

ルポールが時の国王、ジョージ 2 世に与えられた邸宅が

代々首相官邸として使用されている。 

 

  ハロゲート  イギリス 

 

鉄と硫黄分を含む温泉が出る、英国有数の観光地の一

つ。19，20 世紀にかけて、高級リゾートであったが、一次

大戦後は一時衰退した。第 2 次大戦では、ロンドン空襲を

避けて多数の政府機関が疎開、華やかさを取り戻した。ポ

スターはフランク ニューボルト作品。 

  

 

 

アイル オブ マン (マン島)   イギリス 

 

１９０７年初開催の、イギリス マン島の公道レース。各周

囲距離は６０．７ｋｍ、２００以上のカーブがあり、海抜０ｍ

から３９６ｍの高低差がある。最古の 2 輪車 サーキットで

あり、現在も５月最終週から６月第一週にかけて開催され

レースはお祭り騒ぎの様相を呈する。１９５９年、ホンダが

参戦、６１年にはマイクヘイルウッドにより初優勝。 

 

48-Ａ７８７  Ｐｏｒｔｂｅlｌo  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-A776  Downing Street  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-A987  Harrogate   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2-A538     Isle of Man ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ミッドランド トレイル  イギリス  

（ミッドランド地方の川船） 

 

英国ではいたるところに、鉄道と運河が並行する風景を見

ることができ, ＳＬが電車に変わったことを除けば、風景

も、ナロー^ボートと呼ばれる川船もそのまま現在の英国郊

外の姿である。 

 

 

 

 

 

ペリー・バー  

グレーハウンド 

イギリス  

（グッドウッド） 

 

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Ｌ

ＭＳ（ロンドン ミッドラ

ンド＆スコットランド鉄

道（ＬＭＳ）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。 

 

アイリッシュ 

エアーラインズ 

アイルランド 

（古城と馬車） 

 

 

アイルランド航空のポ

スター。アイルランドの

古城と馬車の牧歌的

なイメージは当時のア

イルランドの典型的な

観光ポスターである。 

 

フック灯台 アイルランド 

（世界最古の現役灯台） 

 

1245 年に建造された、アイルランド、フック岬にある現存

する世界最古の灯台。全長 35 メートル、全体がライム ス

トーンからできており、2 本のストラップがある優美な建造

物。建物自体は 1172 年に作られた。 

５１－Ａ５９４  Midlan Trails  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ａ８９７  Ｐeｒｒｙ Barr  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

50ｂ-B370  Irish Airline   ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ｂ３２７  Hook Lighthouse  ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アラン島 

アイルランド 

（フィッシャマン 

セーターの島） 

 

アイルランド西岸の

アラン諸島は、観光

の島である。アラン

セ ー タ ー で も 有 名

で、フィッシャーマン

セーターともいわれ

る。島はライムストー

ンで覆われカルスト

台地が続く観光地で

ある。農地は、海草

と粘土で作り周囲を

石で囲んで作った。 

 

カレッジ 

イギリス 

 

ロンドン、テームス川

にかかる、タワーブリ

ッジは１886 年着工、

94 年に完工した。可

動部分は水力で開閉

した。（現在は電力。）

付近のロンドン塔の景

観と調和するように配

置され、シック様式の

タワーの高さは 40 メ

ートル。カレッジ& ドナ

ルドソン社はジョン・カ

レッジが創業、１９５５

年以降は単にカレッジ

と称した。 

 

カフェ ニューヨーク   アメリカ 

（オールド ニューヨーク） 

 

１６２４年、オランダ人によって築かれたこの町は、１９～２

０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。1９世紀末のニューヨークを彷

彿とさせる風景である。 

 

 

フライヤー  スピリット アメリカ 

（セントルイス） 

 

１９２７年、チャールス リンドバークは最初の大西洋横断を行

った。飛行機の名は、「セントルイス スピリット号」、巡航速度

１８０キロ。機体はライアンＮＹＰ－１を使用。ニューヨーク～

パリ間を 33 時間半、2 万 5 千ドルの賞金を獲得した。 

49c-Ａ６2６ Aran Island ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４０-Ｂ３５４  Ｃｏｕｒａｇｅ ￥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 

50-Ａ４３２     Flyer         ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

プライド オブ ケンタッキー アメリカ 

 

ケンタッキー州バーボン郡を中心に作られるウイスキーをバ

ーボンと呼ぶ。トウモロコシを主原料とし、内側を焼き焦が

した亜オーク樽で 2 年以上熟成させる。オハイオ州、クリー

ブランドのウエイデマンホームズ社はサワーマッシュ製法で

ウイスキーを作った。 

 

バカルディ 

バミューダ 

（キューバ） 

 

アテュエイは 16 世紀、

スペインの侵略に抵抗

した原住民の長。キュ

ーバの最初の国民的

英雄となった。バカル

ディ社は 1862 年スペ

イン人、ドン・ファン・バ

カルディ・マッドにより

設立された、ラム酒メ

ーカー。キューバ革命

後はバミューダに本社

を移した。バカルディの

ビールの広告。 

 

 

アメリカン 

ハイウェールート６６ 

万年カレンダー  

アメリカ 

（アメリカンハイウェ

イの歴史を語る） 

 

ルート 66 はイリノイ州シ

カゴから､カルフォルニア

州サンタモニカを結ぶ、

合衆国国道である。現

在も、アメリカを代表す

る 2 輪車、4 輪車ドライ

バーの「アイコン」であ

る。すでに主要ハイウェ

ーではなくなった今も各

所に往年の姿をとどめ

る。 

 

 

ハンブルグ 

南米ライン 

ドイツ 

 

アメリカ汽船会社

の運航する、ハンブ

ルグー南米ライン。 

この時期、アルゼン

チン、ブラジル等へ

のドイツ移民が急

速に増えた。 

36-Ｄ１８２ Pride of Kentucky  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-Ｐ４３２２  Ｂａｃａｒｄｉ Ｈａｔｕｅｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２８７２０２８７２０２８７２０２８７ American Highway Cal. ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９ｂ－A234 Hamburg-Sud-Amerika ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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