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ドライマスター 

ドイツ 

 

詳細の寸法が記載された、16 世紀の 3 本マストの帆船。 

マストは前方から、フォアマスト、メインマスト、ミズンマスト

と呼ぶ。4 本目のマストがある場合もあり、ジガーマストと呼

ばれる。 

 

フォーエバー イングランド  イギリス 

 

1765 年進水、「ヴィクトリー号」は 107 台の砲門を備

え、英国海軍の栄光を伝える。ナポレオン戦争のトラファ

ルガー海戦ではネルソン提督が指揮を執った。現在はポ

ーツマス港に保存されており、世界最古の現役艦でもあ

る。 

 

３本マスト モルトフェ号  プロイセン ドイツ 

 

右上にプロイセン王国とドイツ帝国の旗がみえる。氷海を行

く 3 本マストの戦艦モルトフェ号。プロイセン王国は 19 世紀

後半より勢力を増し、1871 年プロイセン国王ウィルヘルム

1 世はドイツ皇帝となり、ウイルヘルム 2 世が皇帝となる頃

にはプロイセン王国の名はつかわれることが無くなった。 

 

ボルフ号、イルティス号   プロイセン ドイツ 

 

日本訪問に向かうドイツ軍艦船、ボルフ号とイルティス

号。186１年、オイレンブルグ伯爵が４欧の軍艦とともに

来日、幕府と日普（独）友好通商条約を結んだ。艦上に

はプロイセンとドイツ帝国の旗が見え。前方には日本の帆

掛け舟が見える。歴史的な日独の出会いであった。 

 

 

49-Ｂ０３８  Ｄｒｅｉｍａｓｔｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ａ６１７ Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｅｎｇｌａｎｄ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

49-Ｂ２２９ Moltke in Sud Georgien ￥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 

 

イーグル号 

イギリス 

 

アメリカ独立戦争の

1776 年、イギリス艦

隊の旗艦イーグル号

は砲６４門を備え、ニ

ューヨーク港を封鎖し

た。 

 

 

コモドーレ  

ジョンセン 

ドイツ 

 

ＮＤＬ(ノルト ドイッ

チェル ロイド)の練

習船であったが、現

在はロシア船籍「セ

デフ号」となってい

る。1921 年建造の

世界最大の帆船で

ある。全長１２２．３

ｍ 、 看 板 長 １ ０ ９

ｍ、幅１４．６ｍ、喫

水６．５ｍ乗員数、

乗組員 64 名ほか、

カデット(見習い士

官) 180 名） 

 

 

ゴルヒ フォック 

ドイツ 

 

1933年建造のドイツ海軍

の帆船。1916 年ユトラン

ド沖の海戦で戦死した、ド

イツ人の作家、ヨハン キ

ナウの小説「ゴルヒ フォッ

ク」にちなんで名づけられ

た。第 2 次大戦の賠償と

して、ソビエト船籍となり、

トバリシェックと名前を変え

た。57 年には同名の練習

船がドイツで再び作られ

た。 

 

ウィリーズ ゴールドフレーク イギリス 

 

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。 

49-Ｂ２７０ Eagle            ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ｂ２６９ KommodoreJoｈnsen￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ａ４０９  Gorch Fock ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ 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 

 

ホーエンツォーレン   プロイセン ドイツ 

 

1701 年、ホーエンツォーレン家のフリードリッヒ 1 世がプロ

イセン王朝を開き、フリードリッヒ ウィルヘルム 2 世は、ドイ

ツ皇帝として第一次大戦敗戦までドイツを支配した。  

 

カイゼリッヒ 

ドッチュポスト 

ヘルゴランド 

ジルト 

カクスハーベン 

ドイツ 

 

北海の有名観光

地、ヘルゴランド島、

ジルト島、カクスハー

ベンの定期観光船。 

 

ハンガリー帝国河川 

海運会社 

ハンガリー 

 

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。 

 

 

ノルト ドイッチェル 

ロイド 汽帆船 

ドイツ 

 

 

ブレーメンーニューヨー

ク便。 

49-B230  Hoｈenzolleran ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-A429Kaiserlich DeutschePost￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-A853  Royal Hungarian ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上  

４９ｂ-A932 Norddeutcher Lloyd￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

トラベミュンデ 

ドイツ 

 

トラベミュンテはバルト海

沿岸、リューベック州に

位置する北ドイツ有数の

温泉保養地である。ハン

ブルグ、ベルリンからも

近く、マリンスポーツ施設

が充実している。１８９２

年以来、ヨーロッパ第２

のヨットレースが行われ

る。 

 

 

 

 

ハンブルグ 

オーストラリア 

ドイツ 

 

ドイツ―オーストラ 

リア汽船会社のア 

ントワープ経由、オー

ストラリア便。オース

トラリア航路等の長

距離では帆走による

経費節約のメリット

は大きかった。 

 

 

郵便船 

汽帆船 

ドイツ 

 

ハンブルグ～南米郵便

船。 

汽帆船であるが蒸気外輪

船ではなく、その後に現れ

たスクリュー方式を使用し

ている。 

蒸気船は１８０７年、アメ

リカ人ロバートフルトンのハ

ドソン川での外輪蒸気船、

クラーモント号の試運転成

功から始まる。 

 

メイル 

スティーマー 

ドイツ 

 

ドイツ帝国郵便のハン

ブルグ～ニューヨーク

航路。蒸気船である

が､帆走も出来るよう

になっている。スクリュ

ーを使用しており、完

全 な 汽 船 に 近 い 。

1845 年、イギリス海

軍は、スクリューと外輪

船の性能比較を行った

が、スクリューに軍配が

上がった。 

 

49c-Ａ９５６ Travemunde    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス 

49-A528 Hamburg Australlien ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上  

４９ｂ－A934   Postdampfer  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

49-Ａ９４１   Ｍａｉｌ Ｓｔｅａｍｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ハンブルグー 

ヘルゴランド 

ドイツ 

 

ヘルゴランド島観光ポス

ター。ヘルゴランドは北

海の浮かぶ観光地。ハン

ブルグから、バスと船で

4 時間ほどの小さい島

で、断崖絶壁が独特の

風景を作っている。中央

の船は、１８５３年江戸

に来航した黒船、「サス

ケハナ号」と同じ外輪汽

帆船である。 

 

ベルリン～ 

コペンハーゲン 

ドイツ 

 

ドイツ帝国郵便のベル

リン-コペンハーゲン

航路。初期の蒸気船

であるが､クスリューで

はなく､船側に水車が

付いており､蒸気外輪

船とよばれ、帆走も出

来るようになってい

る。街の風景からも、

１900 年頃のポスター

であることが分かる。 

 

ハンブルグ～アメリカ 

ライン ドイツ 

 

ハンブルグーアメリカ ライン

はハンブルグーアントワープと

北米、カナダを結んだ、典型

的な汽帆船であるが、長期航

海の際は帆走が有利と考えら

れていたのである。 

 

フック灯台 アイルランド 

 

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。 

49-A931  Hamburg/Hergoland ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ａ４１３ Berlin-Kopenhagen ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

 ４９ｃ-Ａ８１０Ｈｕｍｂｕｒｇ Ａｍｅｒｉｋａ￥３，７８０ 

 ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

49-Ｂ３２７  Hook Lighthouse  ￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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