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History of Ship―
Ship―３
ジョイン ザ
ネービー
アメリカ
米国海軍、女性兵士の
募集ポスター。兵隊の募
集広告に女性を登場させ
た。
広告の 3 要素は、「New」
「Free」「Sex」と言われ募
集広告に「セックス」を加
えた点でユニークである。
女性兵士の募集広告だ
けではなく、男性兵士の
募集に役立ったことは当
然である。

４４-Ａ６６８

Ｊｏｉｎ Ｔｈｅ Ｎａｖｙ ￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

■船を集めるめる-３
戦艦ビスマルク ドイツ

４９ｂ－N３０ Bismark ￥２，７３０
オーストラリア製 30x41cm エンボス仕上げ

４９ｃ－Ａ５４３ MittelmeerFarren3
￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル

ヘルゴランド

４９ｂ－A940 P&O Cruise ￥３，７８０

ドイツ

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 立体パネル ニス

ミッテルメアファール
テン
「地中海クルーズ」
世界遺産の旅
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
は最も憧れの観光であ
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
るが、後発のＨＡＰＥＣ
ハンブルグー アメリカ
ラインはドイツで積極的
にプロモーションを行っ
た。

４９ｃ-Ａ５４１ ＭｉｔｔｅｌmeerＦａｒｅｎ￥３，７８０
ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネルニス

デンマーク
ドイツ

豪華客船での周遊は１
９世紀初頭も今も最高
のエンタテインメントで
ある。
ロンドンからアフリカ西
岸のマデイラ諸島、キャ
ナリ―諸島のテネリフ
ェ、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。英国、オ リエント
カンパニーのポスター。

ベルリン・コペンハー
ゲン・キール・ハンブル
グ・ベルリンを周遊す
る航路。

49c-Ｂ３５１ Plesure Cruise ￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

バルティック海定期便
ドイツ

The British Navy ￥３，７８０

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

プレジャー クルーズ
ドイツ

49c-Ａ９３６ Denmark

￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

パーティシペッズ
（乗組員）
ドイツ

ポーランドのドイツ寄
りの港湾都市シュテッ
ティンをめぐるバルテ
ィック海のリゾー トを
結ぶステッティン汽船
会社の定期便。

ノルト ドイッチェル ロ
イド 「北ドイツロ イド
海運会社」
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。

４９ｂ－B149 Ostseebader

49-Ｂ３４３

￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

Participez ￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ジルト
ドイツ

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

ドイツ東アフリカ
ライン ドイツ

ジルト島はデンマーク
領、ユトランド半島、シュ
レスウィッヒーホルスタイ
ンに属するが、現在はド
イツ領である。紀元前３
０ ０ ０ 年前の遺跡が 発
見される、現在ドイツの
も っとも 有名な海岸観
光地の一つでもある。

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単独の
行政区を形成する。

１８８０年から第一次世
界大戦に掛けてドイツは
東アフリカに植民地を作
り、積極的に植民地経
営に乗り出した。現在の
ブルンジ、ルワンダ、タ
ンガニー カ(タンザニア
の内陸部)であるが、２
次大戦後はイギリス の
委任統治となった。ドイ
ツのアフリカ統治は他の
ヨーロッパ諸国による統
治に比べて現地人の教
育面では成功を収めて
いた。

49c-Ａ０１３ Sylt Leichtturn ￥３，７８０
ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

49-Ｂ２０２

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
は最も憧れの観光であ
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、ＨＡＰＥＣハンブル
グーアメリカ ラインも
積極的にプロモーション
を行う。ドイツ人には、
ローマ時代から地中海
志向がある。

４９ｂ－P4771Antille C.Amerika ￥３，７８０

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。そのうち半分はドイツを
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
では、世界遺産に 登録さ
れた古城を巡る。

イギリス艦隊は大英
帝国のコモ ンウェル
ス、植民地を守る要
であ った。現在はそ
の規模は水上戦闘
艦の数だけでみれ
ば、日本の海上自衛
隊の半分程度まで縮
小されたが、バランス
のとれた戦力を維持
し て おり 、地球規模
で展開できる世界有
数の海軍である。

ミッテルメアファール
テン 「地中海クル
ーズ」 ドイツ
世界遺産の旅

アンティーク諸島に向
かうトランス アトラン
ティックライン。フラン
ス領、ｱﾝﾃｨｰﾕ諸島へ
は トランス アトラン
ティック ラインが就航
した。トランス アトラ
ンティック ラインは
1864 年創立、7 日間
でフランス西岸、ルア
ブールとニューヨークを
結んだ。

ライン川スチームボー
ト ドイツ/オーストリ
ア/スイス 世界遺産

４９ｃ－B214 Rein-Dampfschiff ￥３，７８０

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ｱﾝﾃｨｰﾕ諸島
中央アメリカ
フランス

ヘルゴランドはドイツ北西部の海岸線から７０k 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。

４９ｃ－Ａ５３９ Helgoland ￥３，７８０
ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

４９ｂ－B233 SachsenGeschwaer￥３，７８０

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、ホリデーク
ルーズの始まりである。

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ

ザ ブリティッシュ
ネービー
イギリス

ヘルゴランド沖を通行中のザクセン艦隊。ザクセンは１８０６
年、ザクセン公国として１８１８年ウイーン会議後、プロイセン
に編入された。

P&O クル－ズ
イギリス
世界遺産の旅

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。中欧、北欧
人には、ローマ時代から
始 ま る 地 中海 志向が あ
る。

49ｃ
49ｃ

ザクセン艦隊 ドイツ

戦艦ビスマルクは１９３６年竣工のドイツ超ド級戦艦｡全長
２５１m、船幅３６m、乗員数２，０９４人であった。 ドイツ戦
艦の伝統であるスタイリングの優美さが最大の特徴とする。

ミッテルメアファールテ
ン
「地中海クルーズ」
ドイツ 世界遺産の旅

軍艦/
軍艦/ 内航船／
内航船／観光船

49-Ｐ４０７５ NordDeutcherLoydBremen
￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル

株式会社ファイヤーマスタージャパン

49c-Ｂ１０８ Ost-Afrika Line ￥３，７８０
ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

www.firemaster.co.jp

Tel:03 3317 6000

アッターゼエー
モントゼー
オーストリア
オーストリア西部の保
養地。きれいな湖水と
美しい山岳の景観で
有名である。

49c-Ａ９７９ Attersee Und Mondie￥３，７８０
ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢

Fax:03 3317 1363

４９ｃ

