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ロンドンーベルリン  イギリス  

「ドイツ ベルリン」 

 

旅客船会社、ＬＮＥＲライン、ロンドン本社の旅行者むけの

ポスター。ハリッジ経由ベルリンへ１日 2 便とある。ロンドン

より鉄道でエセックス州ハリッジ港経由ベルリンへ直行し

た。フランク・ニューボルトのポスター。 

 

 

リケ プラリネ 

チョコレート 

ドイツ 

 「ライプツイヒ 」 

 

１７４５年、ライプチッヒに

創立したリケ社は,日本,

中国よりの茶輸入で知ら

れ、後にはココア、チョコ

レートの製造を行った。こ

の会社にはゲーテもよく

出入りし、社長のリクウィ

ットに宛てた手紙が残っ

ている。ポスターは１９世

紀末を彩った画家の一

人、ルードビッヒ ホルべ

インの作品。 

 

ハンブルグ 

世界の窓 

ドイツ 

「ハンブルグ」 

 

ハンブルグはドイツ最

大の港湾都市。9 世紀

初頭にシャルルマーニュ

大帝の命で作られた城

の名前に由来してハン

マの城（ブルグは城の

意。）と名付けられた。

古くはハンザ同盟の盟

主であり、1900 年代

に入っては、アメリカ、

アジア、南米への起点

として栄えた。 

 

                                         

ベンスドープ 

オランダ  

「アムステルダム」 

 

1840年、アムステルダ

ムにジェラルド・アンス

ドープによって設立され

たココア、チョコレート工

場。カカオを栽培植物

としたのはマヤ文明で

ある。1502 年、コロン

ブスは第 5回目の航海

でココア種子をスペイ

ンに持ち帰った。19 世

紀にはチョコレート生産

が始まったが、オランダ

は最大のココア輸入国

である。 

48ｂ-A977  Berlin Harwich  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

22-B150   Riquet Pralinen  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

25-Ｂ11９ ＨａｍｂｕｒｇＴｏｒ Welt ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

43-Ａ４０４  Ｂｅｎｓｄｏｒｐ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

バーデンバーデン 

ドイツ （ヨーロッパ最

大の温泉保養地） 

 

「バーデン」(入浴)と言

う語が示すとおりヨーロ

ッパ有数の温泉保養

地。 本来はバーデン･

イン・バーデンという表

現がなまったもの。ヨハ

ネス･ブラームス、クラ

ラ･シューマン、ヨハン･

シュトラウス等がこの地

で保養したことでも有

名であり、ウイリアム・

フェルトヴェングラー。

ロベルト・コッホもここ

で没した。 

 

   ヘルゴランド 

 ドイツ （ドイツ最大の海岸リゾート） 

 

ヘルゴランドはドイツ北西部の海岸線から７０kｍ沖合に位

置しデンマーク領、イギリス領を経て現在ではドイツ領とな

っており観光地として有名である。 

 

レマン湖  

スイス／フランス 

（レマン湖フェリー） 

 

レマン湖はスイス、フラ

ンスにまたがる湖で､

中央ヨーロッパでは 2

番目に大きい。英語で

の名称はジュネーブ湖

である。この地方では

フランス語が使われ､

ラックレマンと呼ばれる

ことが一般的で日本語

でもレマン湖と呼ばれ

る。かつてはローザンヌ

湖の名称も使用され

た。レマン湖のフェリー

は長い歴史を持つ。 

 

ミュンヘナーキンデル 

 ドイツ 

「ノイシュバンシュタイ

ン城、ミュンヘン」 

 

ミュンへン郊外にはディズ

ニーのシンデレラ城のモデ

ルになったといわれる有名

なノイシュバイシュタイン城

がある。一時期ビールのラ

ベルに使用された城と建

設者ルードウィッヒ２世。ヨ

ークシャーテリアを抱えた

ルドルフ・モシャマーは署

名なファッションデザイナー

でルードウィッヒ２世を尊

敬したことで知られる。 

49c-A988 BadenBaden ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４９ｃ－Ａ５３９ Helgoland  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４８ｃ－A002 Lacleman  ￥３，７８０ 

ドイツ製 ２０ｘ３０ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４１－Ｂ２４０ Munchener Original￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

スペイン 

セビリア 

スペイン 

（世界遺産） 

 

セビリアはドンファンの

伝説の舞台である。多

くのオペラの舞台にもな

っており、モーツアルト、

フィガロの結婚やドン・

ジョバンニ、ロッシーニ、

セビリアの理髪師、ビゼ

ーのカルメンなどがあ

る。1924 年のセビリア 

スプリング フェスティバ

ルのポスター 

 

 

 

コルドバ 

スペイン 

（世界遺産） 

 

1934 年、コルドバ観

光ポスター。コルドバは

古代ローマ時代スペイ

ンの首都、756 年には

イスラム政治圏に属

し、後ウマイヤ王朝の

首都であった。1236

年、キリスト教勢力によ

るレコンキスタ(占領地

の奪回)により、イベリ

ア半島から、イスラム

勢力は追い払われた。

1934 年５月祭のポス

ター。 

 

風車とスペインの陽光 

スペイン 

「カンポ・デ・クリスター

ナ」 

 

ドンキホーテで有名な風

車は，スペインの最もノス

タルジックな風景の一つで

ある。ドンキホーテの出身

地、ラマンチャはマドリッド

の東南、カスティリア地方

にある。スペインの陽光を

求めてスペインを目指す北

ヨーロッパの観光客向けの

スペイン国鉄のボスター。 

 

 

スペイン闘牛祭 

スペイン 

 

闘牛はスペインの国技と

言われらが近年は動物

愛護の立場から、競技

数が激減している。回数

も 10 年前の 2／3 に落

ち込み，国勢調査によ

ると、国民の３／４が興

味がないと回答してい

る。カルメン等で有名な

時代は去ったが、華やか

な競技の記憶は残る。 

 

48ｂ-A67３  Sevilla Tanzerin   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｂ-A858  Cordoba  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４８ｂ－A924 El Sol de Espana ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４８ｂ－A922  Fiesta de toros￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

 

ニース １９１０  

アビエーション 

ミーティング 

フランス 

 「ニース」 

1910年4月、ニースで

行われたアビエーション 

ミーテ ィングの ポス タ

ー。ニースはコートダジュ

ールに面する世界的に

有名な観光地だが、歴

史的には大変複雑で、

フランスとイタリア両国

への帰属を繰り返し、

現在ではフランスに帰

属する。ポスターの作

家はシャルル・ブロス。 

 

 

モンテカルロ 

モナコ 

「モンテカルロ」 

 

186２年、カジノ開設、

さらに 68 年鉄道開通

によってモナコの隆盛

がはじまった。スポー

ツ、レジャー、オペラの

中 心 と し て 、 王 侯 貴

族、ハリウッドスター等

があつまった。ハリウッ

ド女優、グレース・ケリー

がレニエ大公と結婚し

たことは有名。ジャン 

バブリエル・ドメルクの

ポスター。 

 

オリエント急行 

フランス／トルコ 

(アガサ クリスティ) 

 

イスタンブール駅はオリ

エント急行のアジア側

終着駅。1883 年、パ

リ、ストラスブール駅を

出発、6日かけてオスマ

ントルコのコンスタンチ

ノープル駅に到着した。

王侯貴族、高級官吏、

大商人が利用した。ア

ガサ・クリスティー「オリ

エント急行殺人事件」

をはじめ多くの映画を

通しても有名になった。 

 

ユングフラウ 

スイス 

「ヨーロッパ最高地

点駅」 

 

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。 

 

50-Ｂ２９４ Ｎｉｃｅ １９１０  ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｂ-A970  Monte Carlo  ￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 ５１－Ａ７０７ Ｏｒｉｅｎｔ Ｅｘｐress ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｂ-A989  Jungfrau   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ハンガリー帝国河川 

海運会社 

ハンガリー 

「ドナウ河」 

 

ロイアル ハンガリアン 

リバー ＆ シー カンパ

ニーは国営の河川海上

交通を受け持った。こ

の時代、オーストリアハ

ンガリー帝国はヨーロッ

パの一大勢力であり、

ドナウの水運は帝国の

生命線でもあった。 

 

マジョーレ湖 

スイス／イタリア 

「マジョーレ湖」 

 

マジョーレ湖はスイス

アルプスを源流とし、 

全長が６８km にも達

する湖である。幅は３

～５km であり、一見

川のようであるが､

湖底の最深部は１７

９ｍにも達する。スイ

スのロカルノ、アスコ

ナ初め有名な都市、

世界遺産などが点在

する。 

 

ノールウェー 

フィヨルド 

クルーズ 

イギリス（世界遺産） 

 

 

ノールウェーのフィヨルド

群はユネスコ自然遺産

に登録されている。世界

でも最大級の長さと深さ

を持っており、独特の景

観美で知られる。ロンド

ン、アンダーソン グリー

ン社の観光ポスター。 

  

コルティナ 

ダンペッツオ 

イタリア 

「オリンピック、コル

ティナ大会」 

 

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。 

49-A853  Royal Hungarian ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上  

４８ｂ-Ａ９１５ Ｌａｇｏ maggiore  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｂ-B350  Norway   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｂ-A911  Cortina D’Ampezzo ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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