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シェル１９２９年 

ドイツ 

 

 

創業者、マーカス サミュ

エルは極東貿易を手掛

け、また貝殻細工店も

営んでいた。1897 年に

は石油ビジネスを開始、

以後 1００年以上たった

今では、貝殻マークのシ

ェルは生活の一部として

定着した。ドイツ・シェル

の広告。クルマはメルセ

デス。１９２９年は、世界

中が繁栄の極にあった

時代でもある。 

 

 

シェル   

ウィークエンド 

ドイツ・シェルの広告

看板。  ドイツ 

 

創業者、マーカス サミュ

エルは極東貿易を手掛

け、また貝殻細工店も営

んでいた。1897 年には

石油ビジネスを開始、以

後 1００年以上たった今

では、貝殻マークのシェ

ルは生活の一部として定

着した。シェルの看板、ポ

スターはコレクション ア

イテムとしても定着した。 

    

シェル １９２９ カレンダー ドイツ 

 

マーカス サミュエルは極東貿易を手掛け、また貝殻細工

店も営んでいた。1897 年には石油ビジネスを開始、以後

1００年以上たった今では、シェルの貝殻マークのは生活

の一部として定着した。シェルの看板、ポスターはコレクシ

ョン アイテムとしても定着した。 

    

 ドイツ シェル シェルで速く走ろう 

 

マーカス サミュエルは極東貿易を手掛け、また貝殻細工店

も営んでいた。1897年には石油ビジネスを開始、以後1００

年以上たった今では、シェルの貝殻マークのは生活の一部と

して定着した。シェルの看板、ポスターはコレクション アイテ

ムとしても定着した。 

5-Ｐ９４５０  Shell 1929   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ｐ９４５３  Shell Weekend  ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ｐ９４５６ Shell 1929 Kalender￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ｐ９４５５ Wir Fahren Shell  ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

    

シェル チャリオット イギリス 

 

今日のシェルは売上高 40 兆円の世界第 2 位の石油メー

ジャーである。シェルの看板、ポスターはガレージサインの定

番である。ガソリンとオイルをペアーに見立てた広告サイ

ン。 

 

シェル オイル イギリス 

 

シェルは売上高 40 兆円の世界第 2 位の石油メージャーで

ある。看板、ポスターはコレクション アイテムとしても定着

している。 

 

シェル ポンプ  イギリス 

 

シェルは売上高 40 兆円の世界第 2 位の石油メージャーで

ある。シェルの看板、ポスターはコレクション アイテムとし

ても定着ている。ルネ・ビンセントのポスター。 

 

ファニーズ レストストップ 

《ビンテージ加工》  アメリカ 

5-Ｔ１３ Shell Chariot  ￥２，７３０ 

英国製 ３０ｘ４１cｍ エンボス仕上げ  

  5-Ｔ９５  Shell Oil     ￥２，７３０ 

英国製 ３０ｘ４１cｍ エンボス仕上げ  

5-Ｔ９４ Shell Pump ￥２，７３０ 

英国製 ３０ｘ４１cｍ エンボス仕上げ  

5-Ｎ８８ Est Here and get Gas ￥２，７３０ 

アメリカ製 ３０ｘ４１cｍ     

 

シェル モーターオイ

ル  

イタリア 

 

イタリア・シェルのオイル

広告。世界企業であるシ

ェルは各国で独自の広

告宣伝活動を行った。イ

タリアらしいおしゃれな一

枚である。レーススーツ

の女性が乗るのは 30 年

代のオープンスポーツカ

ーであるが、広告コピー

には、 

｢あなたの旅のお友達｣

とある 

 

 

ベトリーフスストッフェ 

ドイツ 

 

ドイツ、ドレスデンにあっ

た、ベトリーフスストッフェ

社の石油、石油製品とオ

イルの広告ポスター。 

 

 

 

            

ユーラニア  

サロノエル 

ドイツ 

 

ドイツの石油会社。オ

イル広告。インディア

ンの画像が大変面白

い。ﾕｰﾗﾆｱとはギリ

シャ神話の天文を占

う神のこと。画面に

見 える、 Sicherheits

とは「安全」の意。 

 

 

 

ベベロール 

モトローリ  

オランダ 

 

オランダの石油会社。オ

イル広告。 

 

ドライバーズ キャップを

かぶった女性がとてもキ

ュートで、ムードのあるサ

インの一つです。 

 

 

5-Ｐ９４５４  Shell Motor Oil  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ａ５４６  Betriebsstoffe  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ｂ２４４  Urania Salonoel ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ       

5-Ｂ２４２Beverol de motorolie ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ピレリ 

イタリア 

 

１８７２年、ジョバン

ニ・ピレりによって設立

された。ハイ パーフォ

ーマンスタイヤ，「Ｐ－

Zero」はフェラーリＦ４

０の標準タイヤとして

開発されたもの。同社

はワールド・ラリー・チャ

ンピオンシップ（ＷＲ

Ｃ）の公式タイヤ サプ

ライヤーである。 

 

ミシェラン  

カーブル 

フランス 

 

１８９８年誕生したビバ

ンダムは、世界で最も

古く、有名なキャラクタ

ーといわれる。 この当

時のタイヤは炭素処理

がされておらず、白かっ

たことがわかる。 ミシュ

ランガイドは 1900 年、

自動車運転者のため

に、ガソリン・スタンド、

修理ガレージ、レストラ

ンを案内する目的で作

られた。  

 

 

                       

ミシェラン 

万年カレンダー 

フランス 

  

１８９８年誕生したビバ

ンダムは、世界で最も古

く、有名なキャラクターと

いわれている。 この当

時のタイヤは炭素処理

がされておらず、白かっ

たことがわかる。 ミシュ

ランガイドは 1900 年、

自動車運転者のため

に、ガソリン・スタンド、

修理ガレージ、レストラ

ンを案内する目的で作

られた。  

         

グッドイヤー 

スペイン 

 

グッドイヤーは１８９８

年設立。１８３９年に

硫 化 ゴム(ゴムの 硬

化｝に成功したチャー

ルス・グッドイヤーに因

んで社名とした。ブリ

ジストン、ミシェランと

並ぶ３大メーカーの一

つである。 

  

5-Ａ９１４ Pirelli      ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ａ９０１  Michelin Cable  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ａ９０１a  Michelin Kalender￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ａ９８３  Good Year ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

レプレコン  

クロッシング 

アイルランド 

 

アイルランド伝説の小

人の靴屋の老人出会

うと幸運が舞い込むと

信じられている。アイ

ルランド移民を通じて

世界中に広まった。ア

メリカにおけるアイル

ランド移民はケネディ

ー、レーガン大統領を

は じ め 、 全 国 民 の

12%と言われている。

グラフィック的に面白

く、幸運を呼び込むガ

レージ・サイン。 

 

    

チューレン アウフ 

ドイツ 

 

一酸化炭素中毒とは

の車の排気ガスに含ま

れる一酸化炭素により

全身に酸素が届かなく

なるもので、日本の厚

労省の統計によると、

毎年 2,000 名前後の

死者があります。古く

からの車社会であった

ヨーロッパではとりわけ

深刻であった。注意を

喚起するポスターは希

少で、コレクターには

ぜひ欲しい一枚。    

 

                   メイロビッツ  

アメリカ 

 

メイロビッツ社は、パ

リ、 ニュー ヨーク にあ

る、メガネ、顕微鏡、ス

ポーツ・グラスの名門

会社である。同社のメ

ガネは、セオドア・ルー

ズベルト初め、世界中

の有名人に使用されて

いる。モータースポーツ

用メガネとしては最高

級 品 とみなされて い

る。 

 

 

 

 

ボッシュ 

ドイツ 

 

ボッシュ社は世界最

大 の シ ェ ア ― を 持

つ、自動車部品、電

動工具のメーカーで

ある。ロベルト・ボッシ

ュにより１８８６年ドイ

ツ シュツットガルトに

設立された。 

６-Ｂ２２０  Reprecauns Crossing ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 ６-Ｐ４１３８ Turen auf  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

5-Ｂ３２５  Meyrowitz   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

６-Ｂ２４５   Bosche   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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