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コロンビア 

アメリカ 

 

1888 年、設立のブラ

ンドであるが、現存する

最古のブランドである。

本社をワシントン DC に

置いたため、社名はデ

ィストリクト オブ コロン

ビア(ワシントンのこと)

から命名された。当初

はエディソン フォノグラ

フとそのレコード用の円

筒を販売したが、1901

年には、エディソン社、

ビクターとの競合関係

が始まった。 

 

 

 

ヒズ マスターズ ボイス（ＨＭＶ） イギリス 

 

亡き主人の声を蓄音機で聴いて首をかしげるニッパーの

物語はあまりにも有名であり、広告イメージとしても世界

中で愛されるものの一つ。ＲＣＡやＪＶＣのブランドとしても

使用された。作家は元の飼い主の弟、フランシス バロー

ド。世界で一番有名な犬。 

 

 

エディソン  

ボーイ 

アメリカ 

 

トーマス・エディソンが発

明した錫箔をまいた円

筒式レコ－ドはやがて

蝋管式となり、１８８９

年にはエミール・ベルリ

ナーにより円盤式レコー

ドに改良された。エディ

ソン レコードは 1929

年、ビクター、コロンビ

ア、ブランズウィック等

との競争に敗れ、事業

を閉鎖、従業員はラジ

オ部門に吸収された。 

  

エディソン 

蓄音器 

アメリカ 

 

１８８７年、に発明され

た蓄音機は、声を伝え

るだけの機械から、やが

て、音楽を再生する機

械 へ と 改 良 さ れ る 。

1912 年にはエディソン 

ダイアモンド ディスクを

発売、品質的に優れて

いたが、価格的にはビ

クター、コロンビアに対

抗できなかった。トーマ

ス・エディソンは 31 年、

84 歳の生涯を終えた。 

52-A871  Colombia   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

24-Ａ４７５ His Masters Voice  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ａ８６８  Ｅｄｉｓｏｎ Ｂｏｙ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ａ８７０Ｅｄｉｓｏｎ Ｐｈｏｎｏｇｒａｐｈ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ライカ 

ドイツ 

  

エルンスト・ライツ社

に勤めていたオスカ

ー・バルナックは、１９

１３年小型カメラ、ウ

ル ライカを試作。２

代目社長、エルンス

ト・ライツが着目し、

25 年、ライカ１を製

造する。ライカは、３

５ｍｍとフィルムが小

さく、引き伸ばしを前

提としたため、レンズ

交換が必要であり、

カメラの発展にもつ

ながった。 

 

ランガー& 

COMP ウィーン 

オーストリア 

 

写真機は 1824 年のニ

セフォオ・ニエプスの発明

したヘリオグラフィーの発

明に遡る。39 年にはダ

ゲールが初の実用的写

真術「ダゲレオタイプ」を

発明し、普及の礎を築い

た。 

ウィーンのランガー ＆ 

コンプ社は写真用品の

総合商社であった。 

 

プチ ルノー 

写真機 

フランス 

 

写真機は 1824 年のニ

セフォオ・ニエプスの発

明したヘリオグラフィー

の発明に遡る。39 年に

はダゲールが初の実用

的写真術「ダゲレオタイ

プ」を発明した。 

プティ ルノー社はフラン

ス、ナントにある写真用

品の専門店。ラボやス

クールを開放した。 

 

 

エルネマン 

キノックス 

ドイツ 

 

８ｍｍ、16mm フィルム

は動画用カメラ規格で

あるが、35mm に比べ

てカメラ、映写機が小

型化できるため、ニュー

スや個人のエンタテイン

メントとして使用されて

きた。エルネマン キノッ

クスは家庭用プロジェク

ターのメーカー。 

52-Ａ８３６   Ｌｅｉｃａ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ａ８３７  Ｌanger & Comp ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-A974 Petit Renaud Photograph￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｐ４０９１  Ｅｒｎｅｍａｎｎ Kinox￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ハンブルグ写真

展 

ドイツ 

 

アマチュア カメラの

国際展示会。ハンブ

ルグのエキジビショ

ン センターで行わ

れた。1925 年、ウ

ル ライカが発表さ

れるまで、カメラの

主流は密着式であっ

た｡既にこの頃、写

真展は各地で行わ

れていた。 

 

オメガ 

スイス 

 

１７９０年ジュネーブの

時計商のカタログに腕

時計が現れて以来、装

身具と実用性の両面か

ら 時計は発 展を続 け

る。１９００年にはオメ

ガが世界初の一般向け

腕時計を発売した。 

 

インターナショナル 

ウォッチ 

スイス 

 

１８６８年、スイス、シャハ

ウゼンで創業。スイスの

伝統技術とアメリカの機

械自動化の技術一体化

を合わせ、効率的で、完

成度の高い時計作りを目

指した。日本でも高級時

計の代名詞となってい

る。現在も懐中時計を製

造している。 

 

スワンペン 

イギリス 

 

万年筆の歴史。 

１８１３年のオノトの万

年筆製造以来、１８３

２年、ペリカン、１８４５

年のスワンと続く。ちな

みに日本では、パイロ

ットが１９１８年、並木

製作所として活動を開

始した。最盛期は月産

１００万本生産を標榜

するメーカーもあり、こ

の時代、万年室は筆

記具の代表、文化の

担い手であった。 

52-Ａ９７５Ausstellung Hamburg￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｂ０６８  Ｏｍｅｇａ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｂ３３４  Universal Watch ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｄ１４２  Ｓｗａｎ Ｐｅｎ     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

スワン 

レディー 

イギリス 

 

イギリスではマービー・

トッド・スワンが、１９０

９年より万年筆の製

造を始める。 

２３年エターナル、 ３

２年レバーレス、 

３６年ビソフィルを発

表。戦前の有力メーカ

ーの一角を占めた。３

２年ころの広告ポスタ

ーである。 

 

 

ペリカン 

ドイツ 

 

１８３２年、カール・ホー

ネマンがペリカンをハノ

ーバーで創業、当初は

絵の具とインキを作って

いた。１８６３年にはギ

ュンター・ワグナーが工

場を取得、ぺリカン製

品の品質を保証するた

めに、78 年当時にはま

だ珍しかった商標を登

録した。ペリカンの商標

ギュンター・ワグナー家

の家紋であった親子の

ペリカンが使用された。 

 

 

 

パラプリュイ 

 レベル 

 

「パラプリュイ」 は傘の

こ と 。 フ ラ ン ス で は

1730 年ごろパリの建

築家が製作したと伝え

られる。 中国では 4 世

紀頃にはすでに存在し

たと思われる。折りたた

み傘は 1930 年、ドイツ

人アレマン・ハウプトが

製作した。ポスターはレ

オネット・カピエロの有名

な作品。 

 

シンガーミシン  イギリス 

 

1851 年、アイザック・シンガーによってニューヨークに設立、

世界でもっとも有名なミシンの製造会社の一つである。

1911 年には従業員 11,000 名を誇ったが、この年の大争

議は有名。2 次大戦中は、ライフル等の武器の製造を行っ

た。 

 

52-A898  Ｓｗａｎ Ｐｅｎ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｐ６１６８  Pｅlikan  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

52-B175  Parapuluie Revel ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ａ８４３  Ｓｉｎｇｅｒ     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

タバスコソース 

アメリカ 

 

マキルヘニー社の創

立者、スコットランド

人、エドマンド・マキ

ルヘニーは、南北戦

争のころメキシコのタ

バスコ州から帰還し

た兵士からトウガラ

シの種を入手、この

タバスコ ペッパーの

果実をすりつぶした

汁に蒸留酢と塩を混

ぜて作ったとされる。

香水の空き瓶に詰め

て 350 本を売り出し

た。 

 

モッサン 

フランス 

 

19 世紀に、シャルル モ

ッサントが設立した帽子

会社。特にアメリカで有

名であった。1929 年頃

には日産 2,000 個を誇

ったが、その半数はアメ

リカ向けであった。帽子

の生産は 1998 年に中

止したが、現在でもレオ

ネット・カピエロのポスタ

ーでその名が有名であ

る。 

 

バリー シューズ 

スイス 

 

１８５４年、スイス、シェー

ネンベルトで創業の靴工

場。１９６０年には既に５

００人を有し１９１６年に

は７，０００人を超えた。 

アメリカをはじめ世界市場

への 進 出 に より 、 大 恐

慌、大戦を乗り切り不動

のブランドとして君臨して

いる。ベルナール・ビユモ

の制作ポスター。 

 

コパトーン 

アメリカ 

 

１９４４年発売のシェリン

グ プラフ社の日焼けク

リームのブランド。５３

年、デザイナー、ジョイ

ス・バレンタインは娘のシ

ェリーをモデルにしたポ

スターを作成。数年後、

アカデミー女優になる、

３歳のジョディー・フォスタ

ーをモデルにしたテレビ

コマーシャルは話題をさ

らった。 

 

52-Ａ６６２ Ｔabasco    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｂ１７９  Mossant    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ｐ２１６４  Ｂａｌｌｙ‘ｓ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

52-Ａ８０２   Coppertone￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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