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ブレーメンニューヨーク 

ドイツ 

 

1857 年設立のノルト・ドイ

ッチェル ロイド社はドイツ

有数の海運会社。アメリ

カ、極東、オーストリアを結

んだ。1928 年進水のブレ

ーメン号は同社所有の豪

華客船で、51,000 トン、

乗客数 2,228 人、 速度

27.83 ノットで、1929 年

には太平洋横断最速の記

録を達成、ブルーリボン栄

誉賞を獲得した。ポスター

作者は、ウィレム・テンブロ

ーク。 

 

 

フェスティバル 

クルーズ 

ドイツ 

 

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。 

 

アメリカ・極東・ 

オーストラリア 

ドイツ 

 

ノルト ドイッチェル ロイド 

「北ドイツ・ロイド」 

 

1857 年設立のノルトドイッ

チェル ロイドはドイツ有数

の海運会社。1970 年ハン

ブルグーアメリカン ライン

と合併、ハペック ロイドと

なった。ロイドはドイツ有数

の海運会社として、アメリ

カ、極東、オーストリアを結

んだ。 

 

ノルト ドイッチェル ロイド 「北ドイツロイド海運会社」 

ドイツ 

 

1857 年設立のノルト ドイッチェル ロイドはドイツ有数の海

運会社。1970 年ハンブルグーアメリカン ラインと合併、

ハペック ロイドとなった。ブレーメンはロイドの基地。ブレー

メンの音楽隊でも有名で、ブレーメン都市州として独立し

た存在である。 

４９ｂ－P4068 BremenNewYork￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４９ｂ－P4069 FestichReise￥３，７８０

ドィツ製２０ｘ３０ｃｍ パネル ニス光沢仕上げ  

４９ｃ-Ａ004  Ａｍｅｒｉｋａ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス 

49-Ｐ４０７５ NordDeutcherLoydBremen 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル  

 

タイタニック 

イギリス 

犠牲者数１，５１３人 

 

ホワイトスターラインの豪

華客船。当時最大級の

客船であった。シェルブ

ールとクイーンズタウン

経由でザンプトンーニュ

ーヨークを結ぶ処女航海

で氷山に衝突、沈没。

１、５13 人の犠牲者を

出した史上最悪の海難

事故であった。沈没原因

はいろいろあるが、望遠

鏡が、ロッカーにしまい

忘れていたことが致命的

であった。 

 

ボードマンライン 

ドイツ 

  

ハンブルグ、ワードマ

ンラインは東アフリカ

ライン、北米ライン、

ブレマーアフリカライ

ンの 3社の共同運航

でサービスを拡充し

た。 

 

 

 

キュナードライン 

イギリス 

 

ニューヨーク、ボストン、リ

バプールを船で結び、さら

に鉄道網でその他の都市

を結ぶ交通システムは１９

００年のこのころすでに完

成をみる。航空機が未発

達の時代では、もっともは

やく遠海外の目的地に到

達する方法であった。 

 

ホワイトスター  ライン 

イギリス 

 

ホワイトスター ライン

は英国の最大の船会

社の一つであり、悲劇

のタイタニック号、第

一次大戦のきっかけを

作ったブリタニック号、

をはじめとする超弩級

船舶を保有したが､大

恐慌の影響を受け３４

年、そのライバル、キュ

ナードラインと合併し

た。リバプール、クイー

ンスタウン、フィラデル

フィア便のポスター。 

 

４９ｂ－A139  Titanic hellblau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４９ｂ－B06  Boermann Line ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

４９ｃ-Ａ８９６ Ｃｕｎａｒｄ Ｌｉｎｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢 

４９ｂ－A939  White Star Line ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

 

キュナード ライン 

   イギリス 

 

1840 年設立の大西

洋、郵便船会社。エリ

ザベス号、ビクトリア

号、エリザベス2世号、

第一次大戦の契機を

作った、ルシタニア号

等で有名。1940 年代

にはタイタニック号で

有名なホワイトスターラ

インを合併、世界最大

の船会社であったが、

やがてジェット旅客機

の普及とともに主要旅

客手段としての地位は

失われていく。 

 

LMS エクスプレ 

カー＆レール 

イギリス 

 

キュナードラインは

1840 年設立の大

西洋、郵便船会社。

エリザベス号、ビクト

リア号、エリザベス 2

世号、第一次大戦

の契機を作った、ル

シタニア号を作った

ことで有名。1940

年代にはタイタニッ

ク号で有名なホワイ

トスターラインを合

併、世界最大の船

会社となる。LＭＳと

タイアップして客船

と汽車のパックを販

売した。 

 

HAPEC ロイド 

世界周航１９２９ 

ドイツ 

 

世界大恐慌の起こった１９

２９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。 

 

アバディーン 

コモンウェルス ライ

ン 

イギリス 

 

この時代、大英帝国を

くまなく結ぶ航路の一つ

にアバディーン コモンウ

ェルス ラインがあった。

1930～45 年まで就

航。航路は、キャナリー

島、アフリカ南端のケー

プタウンを経由とスエズ

運河経由､セイロンのコ

ロンボ経由があった。 

49-Ｂ４２３  Ｃｕｎａｒｄ Ｌｉｎｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-Ｂ２０５  ＬＭＳ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

４９ｃ-Ａ８９３ ＷｅｌｔＲｅｉｓｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス 

49-Ｂ114 ＡｂｅｒｄｅｅｎＣｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ

￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル 

 

 

メサジェリー 

マリティーム 

フランス 

 

海のメッセンジヤ-。 

 

1851-１977 年、フラ

ンスの海運会社。 

 

ノース ジャーマン 

ロイド  ドイツ 

（世界一周） 

 

 

ブレーメンに本拠を置

く北ドイツロイド社はド

イツ最大の船会社で

あるが、ハンブルグ・

アメリカ社を運航する

と同時に、世界一周

航 路 を も 就 航 さ せ

た。1868 年以降、日

本はヨーロッパ人の

異国趣味の強い対象

になった。 

 

ボヤージ(世界への旅) フランス 

（世界一周船の旅） 

 

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。メサゲ

リー マリチームは郵船会社。ポスターはエミール・シンドラーの

作品である。 

 

110 日間 世界一周 

ハンブルグーアメリカ 

ライン    

 

SS ビクトリア・ルイーズ号

は 110 日で世界一周し

た。料金は 650 ドル。この

時代 110 日間世界一周

は画期的であり、映画 70

日間世界一周は飛行船を

使ったが、もちろん船のみ

での航海であった。ニュー

ヨーク発とサンフランシス

コ発の 2 航海で、ポスター

はニューヨーク事務所のア

ドレスが記されている。ハ

ンブルグ・アメリカ ライン

は 1847 年創立。 

49-Ｐ４０７０ Messageries Marie￥３，７８０ 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

49-B２１３ North German ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 49-A429  Voyage ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９ｂ－B3６1 Around the World ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

 

ハンブルグ港 

ドイツ 

 

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。ポスターはハン

ブルグ･アメリカ ライ

ン。 

 

ＣＡＰ アルコナ 

ドイツ 

史上最悪の船舶事故 

 

ドイツ豪華客船。１９２７

年ハンブルグ～南米航

路に就航、40 年大戦の

勃発を受け海軍に接収

される。大戦後期には東

プロシアからのドイツ人

移送に使用された。４５

年にはナチスの収容所か

ら５，０００人のドイツ人

を撤収する途中を英空

軍が爆撃。大戦中の単

独の船舶被害としては最

悪を記録した．舶事故と

しても史上最悪である。 

 

カナディアン 

パシフィック 

カナダ 

 

カナディアンパシフィックはイ

ギリス～カナダ間を、外洋航

海４日で結んだ。当時として

は画期的なスピードであっ

た。 

 

ハンブルグ  

アメリカライン 

ドイツ 

 

ハンブルグ･アメリカ 

ラインは、 中米、南米を  

結んだ。 

 

 

４９ｂ－A007  Hamburg Hafen ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９ｂ－A562  Cap Arcona ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上 

49c-Ｂ２２０  Canadian Pacific ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９ｂ－A863 Central 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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