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ホーンビー ブック オブ トレイン イギリス 

 

1804 年英国人、トレビシックが鉄製のレール上に蒸気

機関車を走らせるのに成功した。鉄道ホビーは 19 世紀

末に始まり、ホーンビー グループは１９０１年設立の英

国の鉄道模型メーカー。毎年発行する、ホーンビー ブッ

ク オブ トレインは鉄道模型ファンの必須アイテムであっ

た。 

 

ホーンビー 1929～30  イギリス 

 

蒸気機関車の発明は スチーブンソンと言われることが多

いが，実際は トレシビックである。小規模の民間地方鉄

道の運営する地方路線の集まりとして誕生したイギリスの

鉄道は、19 世紀から 20 世紀前期にかけて、競合他社の

買収などを通じて比較的大規模な少数の会社が残った。 

 

ホーンビー １８３７～８  イギリス 

 

1921 年にはロンドン ミッドランド ＆ スコティッシュ鉄道、

ロンドン アンド ノースイースタン鉄道、グレート ウェスタン

鉄道、サザン鉄道の 4 大鉄道会社となり、これらは 48 年

に国有化されてイギリス国有鉄道 (BR) となった。 

 

ホーンビー １９３８～９  イギリス 

 

鉄道の歴史 1804 年トレシビックによる鉄道の発明。

1825 年 最初の商用鉄道開始。1827 年アメリカで開

業。 1832 年 フランスで開業。1835 年 ドイツで開業｡ 

1872 年日本で開業。 1837 年 電気機関車の製作  

18６３年 ロンドン地下鉄開業。 1872 年 日本で開業。 

 

５１－Ａ４７６ Hornby 1928-29 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ４７７  1929-30     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ４８０  Hornby1937-38 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ４８１ Hornby 1938-39 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

    

スピード ツウ ザ ウェスト 

イギリス 

 

1925 年、イギリスで最初の商用鉄道が現れる。コンウォー

ル，デボン、サマセットを結ぶ、グレートウェスタン レールウェ

イ（ＧＷＲ）は 1833 年設立。1948 年イギリス国鉄として国 

有化されるまで独立を維持した。 

 

フライイング スコットマン  イギリス 

 

1923 年に製造されたグレートノーザン鉄道の高速機関

車。9 トンの石炭を積み、ロンドン～エジンバラ 631 キロ

を 8 時間で走り、後に時速 161 キロを初めて達成した。 

 

 

トリックス エクスプレス １９５８  ドイツ 

 

1935 年、ライプチッヒ展覧会で発表された鉄道モデル。初め

て１６．５ｍｍ（１：87）を使用し、価格も低廉であった。社長

のステファン・ビンはユダヤ人であったため、ナチスの迫害に

愛、英国でトリックス・ツインカンパニーを設立した。 

 

ミッドランド トレイル 

イギリス 

 

1825 年に始まった商用鉄道は 19 世紀中には英国全土

を鉄道網で結んだ。英国郊外ではいたるところに、鉄道と

運河が並行する風景を見ることができ,蒸気ＳＬが電車に変

わったことを除けば、そのまま現在の英国郊外の姿である。 

 

 

 

 

５１－Ａ４９６  Speed to the West ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ｂ３０５ HornbyFlyingScotman￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ｂ２６２  Trix Express    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ５９４  Midlan Trails  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ザ デイ ビギンズ 

イギリス 

 

ロンドン，ミッドランド&スコティシュ レイルウェイ（LMS）の早

朝の操車場風景。1923 年～1947 年ミッドランド レイル

ウェイ他６社の事業を引き継ぎ、47 年ブリティッシュ レイル

ウェイとなった。 

 

行先はドイツ  

ドイツ 

 

商用鉄道は 1825 年

イギリスで始まり，スト

ックトン･ダーリントン

間を結んだ。以来 2

世紀近くたった今、理

想的な大量移動手段

としてクローズアップ

されている。旅と機関

車をテーマにしたポス

ターは多い。その中で

も、最も美しいものの

ひとつである。ドイツ

国鉄のスプリング ポ

スター。 

 

 

 

ノルト  

エクスプレス  

ベルギー 

 

1896 年、ベルギーの夜

行列車会社、ＣＩＷＬ社

はロシアのサンクトペテ

ルスブルグからポルトガ

ルリスボンへ結び，ニュ

ーヨークまでの船便に連

絡する壮大な計画を描

き、ブラッセル、ロシアの

リガを結ぶ国際鉄道を作

る。ポスターの作者、アド

ルフ カサンドルは１９２

０、３０年代のキュービズ

ム、アールデコの旗手で 

                     ある。 

 

ベルリン特急 

ドイツ 

 

ベルリンはドイツ交通

網の中心であった。第

一次大戦中オリエント

急行が全面休止しし

た時期、ベルリンから

イスタンブールまでバ

ルカン列車を運行して

オリエント急行にとって

かわる計画がたてられ

たが、同盟国の崩壊と

ともに計画は中断し

た 。 作 品 は ロ ー ゼン

作。 

５１－Ａ５６３ The Day Begins  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ８２９   Euer Reiseziel  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ８７４  Nord Express    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ５４４  Ｎａｃｈ Ｂｅｒｌｉｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ミッドランド  

レィルウェイ  

イギリス 

 

１８４４～１９２２年ま

で活動した、英国鉄道

会社。ロンドン ミッドラ

ンド＆スコティッシュ レ

イルウェイ となった。ダ

ービーに本部を置き、

ロンドンとリーズ、バー

ミンガム、ブリストル、

マンチェスターを結ぶ。

車窓に見えるイギリス

郊外、地方の風景はイ

ングリッシュ カントリー

サイド 

 

    

ロイヤル アルバート ブリッジ 

イギリス 

    

185９年完成のイングランドのタマール川を渡り、プリマス

とサルタッシュを結んでいる鉄道橋である。グレートウエスタ

ン鉄道が使用。橋げたは陸上で作られ、橋脚上に持ち上

げた。外観は優美で，完成時には 2 万人の観衆が訪れ

た。 

 

オリエント急行 

フランス イギリス 

トルコ イタリア 

(世界遺産) 

 

イスタンブール駅はオリ

エント急行のアジア側終

着駅。1883 年、パリ、

ストラスブール駅を出

発、6 日かけてオスマン

トルコのコンスタンチノー

プル駅に到着した。王

侯貴族、高級官吏、大

商人が利用した。アガ

サ・クリスティー「オリエン

ト急行殺人事件」をはじ

め多くの映画を通して 

                    有名になった。 

 

ロンドン ウォータールー ステーション 

イギリス 

 

1848 年開業のロンドンでは最も古い駅の一つで乗降客も

最多である。駅舎は 1900年に改装が始まり，22年に完成

した、新駅は 21 のプラットフォーム 244 のコンコースを誇っ

た。現在でもそのたたずまいはほとんど変わらない。 

５１－Ａ７５９  Midland Railway ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－B290 Ｒｏｙａｌ Albert Bridge ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 ５１－Ａ７０７ Ｏｒｉｅｎｔ Ｅｘｐress ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ａ８８９  Ｗａｔｅｒｌｏｏ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ロンドン アンダーグラウンド 

イギリス 

 

1908 年、ロンドン、ウッドレーンで英仏博覧会が行われ

た。フランス、ミシェランと英国、ジョニーウォーカーが一緒

のポスターに描かれている。ちなみに、1863 年、メトロポリ

タン鉄道によって最初のロンドン地下鉄が開通している。 

 

キュナード  

ホワイトスター   ライン 

イギリス 

 

カー＆レール 

汽船と鉄道はこの時代

のもっとも進んだ交通機

関であった。船会社のキ

ュナード ホワイト スター

ラインはロンドン ノース

イースタン ラインとタイ

アップし欧州主要都市

とアメリカ、カナダを強力

にリンクした。Ｌ．Ｎ．Ｅ．

Ｒは１９２１年国有化法

により成立した４社の中

で２番目の規模。 

 

                  LMS エクスプレス 

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り、ロ

ンドン ミッドランド ＆スコ

ティッシュ（ＬＭＳ）は当時英

国最大の鉄道会社であっ

た。海陸でヨーロッパとア 

                     メリカをつないだ。 

 

シュトールベルク 

ドイツ 駅売り 

 

わが国でもよく見ら

れた駅売り風景。

列車が停車する時

間に様々なものを

売りに来た。客は

列車の窓から上半

身を乗り出して好き

なものを求めた。シ

ュ ト ー ル ベ ル ク は

1839 年に創業し

たチョコレート会社

であるが、現在も世

界各地にビジネス

を展開する企業グ

ループに成長した。 

５１－Ｂ１７７  Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

５１－Ｂ２９１    L.N.E.R.   ￥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-B110  Stollwerke  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３D 立体パネル ニス光沢仕上げ 
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