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 ブラッセルス 

１９１０ ベルギー 

「欧州連合の首都」 

1910 年、ベルギー、

ブラッセルスで行われ

た万国博ポスター。ブ

ラッセルズは人口 100

万、欧州有数の世界都

市であり、欧州連合の

主要機関が置かれ欧

州政治の一拠点ともな

っている。ベルギーでは

フランス語とオランダ語

が話されており，市民

の 8 割はフランス語を

話す。 

 

 サンセバスチャン 

アメリカライン 

ドイツ 

「欧州文化首都」 

 

ビスケー湾に面するスペ

イン北東部の港湾都市。

風光明媚な海岸線は高

級保養地として知られ，

多くの横行、国家元首に

よって賑わった。1 月 20

（聖セバスチャンの休日）

はタンボラダとして有名。 

2016 年の欧州文化首

都に選定された。サン･

セバスチャン国際映画祭

でも有名。 

 

 

 

 

ライン川 

スチームボート 

ドイツ 

「ラ イン川」（世界遺

産） 

 

ライン川はスイスアルプス、

トーマ湖に端を発する、国

際河川。全長 1,233 キロ。

そのうち１／２はドイツを通

り、ドイツ人はこれを父なる

川と呼ぶ。流域のマインツ

からコブレンツの間はロマ

ンティックラインと呼ばれ古

城が中世の香りを醸し出し

ている。ローレライの岩山は

ロマンチックラインのシンボ

ル。ライン川下りはとくに有

名で、流域には世界遺産

が多い。 

 

アルジェンティーナ 

アルゼンチン 

「銀の国」 

 

人口 3、700万人の南米第 2の国家である。1914年には

国民の３０％は移民であった。アルゼンチンは銀を意味する

スペイン語。1825 年から正式国名として使われた。 

 

４８ｃ―A895 Bruxelles 1910 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

48c-A671   San Sebastian ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

48ｃ－B214 Rein-Dampfschiff ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48ｃ-A9２８  Argentina  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

オーストラリア 

（世界遺産） 

 

オーストラリアは 1770

年ジェームズ クックが

シドニー湾に上陸領有

を宣言,以後入植がは

じまった。88 年にはア

メリカに変わり、流刑植

民地としてイギリスの

移民がはじまり、28 年

には全土がイギリス植

民地となり、開拓が本

格化、30 年までには

純潔のアボリジニから

土地を取り上げ、タス

マニア原住民は絶滅し

た。 

 

グレート 

バリアーリーフ 

オーストラリア 

（世界遺産）  

 

2,900 の サ ン ゴ 礁 、

900 の島よりなる世界

三大のサンゴ礁の全長

は 2,600 キロに及ぶ。

1981 年には世界遺産

に指定を受け、ＣＮＮ

による世界の自然七不

思議にも選ばれた。 

 

ルフトハンザ 

ドイツ 

 

ブルンジ、ウガンダ、タ

ンガニーカ（タンザニ

ア）の 3地域はドイツ東

アフリカ植民地であっ

た。ドイツ・ルフトハンザ

航空は 1926 年、ドイ

ッチュ エア ロイドとユ

ンカースの合併によっ

て設立。会社は、中世

の北ヨーロッパを中心

に活躍した、都市同盟

であるハンザ同盟にか

けて、ルフトハンザ（空

のハンザ同盟の意）と

名付けられた。 

 

 

サベナ航空 

ベルギー 

「コンゴ―共和国」 

 

コンゴ―王国は 16 世

紀に入りポルトガルに

征服されるが、19 世

紀のベルリン会議でベ

ルギー、フランス、ポル

ト ガル 領 に 分 割 され

た 。 サ ベ ナ 航 空 は

1935 年、首都ブルッ

セルとベルギー領コン

ゴを結ぶ国営航空会

社として設立した。古

い歴史を誇るナショナ

ルフラッグキャリアであ

る。 

48-A989  Australia  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

48-B171 Great Barrier Leaf ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 50b-B362 LufutHansa OstAfrica￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

50ｂ-B065  Iberia Africa ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

HAPEC ロイド 

世界周航１９２９ 

ドイツ 

（世界旅行） 

 

世界大恐慌の起こった

１９２９年は世界が最

も繁栄を謳歌した時代

でもあった。世界周航

旅行は飛行機の普及し

ていない時代、豪華客

船で数カ月をかけて行

われた最高級の娯楽で

あった。 

 

ボヤージ(世界への旅) フランス 

（豪華客船による世界一周） 

 

18００年後半の世界旅行ポスター。日本の国旗も見え、初

期の鉄道の機関車、客車が明治初期の日本にもあったス

タイルである。無論汽帆船から汽船への移行の時代であ

る。メサジェリー マリティームはフランス郵船会社。 

 

ボルフ号、イルティス号   ドイツ 

 （日独国交 150 年）（江戸湾、手前に和船） 

 

日本訪問に向かうドイツ帆船、ボルフ号とイルティス

号。１８６１年、プロイセン、オイレンブルグ伯は江戸幕

府と修好、通商、航海条約を締結する。4 隻の軍艦が

来訪したがボルフ、イルティスはそのうちの２隻のドイ

ツ軍艦である。 

 

 

 

 

   ウィリーズ ゴールドフレーク イギリス 

   （英国初の世界一周） 

 

フランシス ドレーク（１543－１５９６年）はイギリスの海賊 

船長であり、海軍提督でもあった。1５80 年、100 トンの 

ガレー船を旗艦とする 5 艘は英国初の世界一周を達成、 

1580 年の帰還時は､３０万ポンドの金銀財宝をエリザベ 

ス女王に献上し、海軍中将となり、サーの称号を受ける。 

４９ｃ-Ａ８９３ ＷｅｌｔＲｅｉｓｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス 

 49-A429  Voyage ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ｂ２３４ Wolf und Iltis     ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２－A124  Ｇｏｌｄ Ｆｌａｋｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

フェスティバル 

クルーズ 

ドイツ 

（豪華客船の船旅） 

 

豪華客船での周遊は

１９世紀初頭も今も最

高のエンタテインメント

と言える。ポルトガル、

北アフリカ、マデイラを

めぐる、ノルトドイッチェ

ル  ロ イ ド の 豪 華 客

船。 

 

セントラル 

アメリカライン 

ドイツ 

[豪華客船の旅] 

（世界遺産） 

 

ハンブルグ・アメリカライ

ンは米国と中南米航路

を運航、特に中南米

は、メキシコ、ブラジル

初め歴史、観光のスポ

ットを多く抱える。ドイツ

移民はアルゼンチン、チ

リ等中心に多く存在す

る。 

 

 

 

ビキニ 南太平洋の楽園 アメリカ 

「ビキニ環礁」(世界遺産) 

ビキニ水着は 1946 年、フランスのルイ･レアールが考案。

同じ頃、フランスのデザイナー、ジャック･エイムによっても

ほぼ同様の水着が考案された.アメリカでは､1960 年代初

頭までは一般的なビーチでの着用は禁止されていた。古く

はローマ時代に同様のものがあった。1946～58 年ビキニ

環礁では原爆実験が行われ、日本漁船が被爆した。 

 

プレジャー 

クルーズ 

ドイツ 

（豪華客船の船旅） 

 

豪華客船での周遊は

１９世紀初頭も今も

最高のエンタテインメ

ントと言える。 

ロンドンからアフリカ

西岸のキャナリ―諸島

やバーミュダをめぐる

西インド諸島を６０日

間の船旅は快適であ

った。 

豪華客船での周遊は

１９世紀初頭始まっ

た。 

４９ｃ－Ｐ４０６９ FestlichReise ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４９ｂ－A863 Central Amerika ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９C-Ｂ３７９    Bikini    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢 

49c-Ｂ３５１ Plesure Cruise ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

 

ミッテルメアファールテ

ン 

「地中海クルーズ」(世

界遺産の宝庫) 

ドイツ 

 

ドイツ初め、北欧、西欧に

住むヨーロッパ人にとっ

て、地中海クルーズは憧

れの観光であった。地中

海クルーズを初めて開発

したのは英国 P.O.ライン

であったが、HAPAC ハン

ブルグーアメリカ ライン

は積極的にプロモーション

を行った。北欧、中欧人

には、ローマ時代から始ま

る地中海志向がある。 

 

P&O クル－ズ 

イギリス 

「地中海と北アフリカ」

 

Ｐ＆Ｏクルーズ社はイギ

リス、サザンプトンベース

の世界で最も古い旅客

船会社。元来は 18２２

年設立のイギリス海運会

社Ｐ＆Ｏ（ペニンシュラ 

オリエンタル 汽船）の１

部門であった。第一回航

海はジブラルタル、マル

タ島、アテネ、続いてアレ

クサンドリア、コンスタン

ティノープル向けを就航、

現在のホリデークルーズ

の始まりである。 

 

ミッテルメアファールテン 

「地中海クルーズ」(世

界遺産の宝庫) 

ドイツ 

 

マルタ島､イビサ島、クレタ

島など、歴史､風光の観

点から世界遺産に登録さ

れる。 島が多く存在す

る。地中海クルーズを初め

て開発したのは英国 P.O.

ラインであったが、HAPAC

ハンブルグーアメリカ ライ

ンは積極的にプロモーショ

ンを行った。北欧、中欧人

には、ローマ時代から始ま

る地中海志向がある。 

 

ミッテルメアファールテン 

「地中海クルーズ」(世

界遺産の宝庫) 

ドイツ 

 

北アフリカは世界遺産の

宝庫、エジプト、チュニジ

ア、モロッコ、リビアには

30 以上の世界遺産が存

在する。地中海クルーズ

を初めて開発したのは英

国 P.O.ラインであったが、

HAPAC ハンブルグーアメ

リカ ラインは積極的にプ

ロモーションを行った。地

中海は中欧、北欧のヨー

ロッパ人にとってはあこが

れの観光地であった。 

４９ｃ－Ａ５４３ MittelmeerFarren3  

￥３，７８００ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体 

４９ｂ－A940 P&O Cruise ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 ４９Ｃ－Ａ５４２ Ｍｉｔtelmeerfahrtenn２  

￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体 

４９ｃ－Ａ５４１ ＭｉｔｔｅｌmeerＦａｒｅｎ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 
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