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キングオブロード 

万年カレンダー 

アメリカ 

 

 

ハーレーダビッドソン

はアメリカのハイウェ

ーを長距離走ること

に重点を置くオート

バイである。キング 

オブ ハイウェイーで

あるということは、

山道や、レースでの

優位性を犠牲にす

ることでもあった。 

万年カレーンダー付 

 

ルート６６  

アメリカ 

 

ルート 66 はイリノイ州

シカゴから､カルフォル

ニア州サンタモニカを

結ぶ、合衆国国道であ

る。現在も、アメリカを

代表する 2 輪車、4 輪

車ドライバーの「アイコ

ン」である。すでに主要

ハイウェーではなくなっ

たが各所に往年の姿を

とどめる。スタインベク

「怒りの葡萄」はじめ小

説、映画、テレビにも多

く登場した。 

 

 

ドイツ トライアムフ 

イギリス 

 

１８７０年設立。当初

は自転車を製造し

た。現存する、オート

バイメーカーとしては

最も古いものに属す

る。 ０７年よりはじま

ったマン島ＴＴレース

で活躍し、堅牢で高

品質、比較的安価と

の名声を確保した。

14 年に始まる、第一

次大戦では 3 万台以

上生産された。 

 

 

 

アリエル １９５８ 

イギリス 

 

アリエルとはシェークス

ピア戯曲の中に登場す

る空気の妖精の名前で

ある。 

アリエル スクエア ４は

１９３１～５８年まで製

造された傑作車。その

他、レッドハンター、Ｗ／

ＮＧ３５０，ＶＢ，レーダ

ー、アローなどがある。ア

リエルなしでは、英国バ

イクは語れないと言われ

ている。 

１１１１----ＰＰＰＰ４２９７４２９７４２９７４２９７ The King of Road Kal.  \3,780 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２７２２０２７２２０２７２２０２７２ Rout 66 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----ＰＰＰＰ４１４９４１４９４１４９４１４９ Triumph ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----ＢＢＢＢ３２１３２１３２１３２１  Ariel  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ノートン 

イギリス      

                  

１８９８年､自転車チ

ェーン製造会社とし

て設立、１９０８年よ

り他社より購入した

エンジンでバイクを

製造。６８年から５

年連続「マシン・オ

ブ・ザ・イヤー」を獲

得した。 

 

ツンダップ 

万年カレンダー 

ドイツ 

 

1912 年フリッツ・ノイマ

イヤーによってミュンヘ

ンで設立された信管製

造会社は一次大戦の

終結に伴い、22 年には

2 輪車の製造に参入。

第 2次大戦時には独軍

制式車両となり、４０

年、サイドカー付きＫＳ７

５０、１万５千台をナチ

親衛隊に納入。戦争映

画のドイツ軍、軍用２輪

車は同社製が多い。 

      

ＢＭＷ ドイツ 

 

１９１６年、南ドイツバイ

エルン州に設立、ミュン

ヘンに本社を置く。２輪

生産は２３年の R32 か

ら始まり、R37 へと受け

継がれ、2倍近いパワー

アップが行われた。イン

ターナショナル・シックス

デイズ・トライアル金賞

に始まり、多くのレース

で活躍する。量産モデ

ルとしては 174 台と非

常に少なく､コレクター

垂涎の名機である。設

計は名ライダーでもあっ

た､ルドルフシュライヒャ

ー。 

 

ベスパ １２５ イタリア 

「ベスパ」くらい世界中で愛されたブランドはない。

スチールモノコックボディー、駆動部まで一体化されたスイン

グ・ユニットのエンジンはピアジオ社の航空機技術と鋼板圧

延技術の結晶である。 

 

 

2222----ＡＡＡＡ８７６８７６８７６８７６ Norton berge  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－B866  Zundapp Kal ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３－Ａ５３８    ＢＭＷ Ｒ37   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４ｂ－Ｂ８６１ Ｖｅｓｐａ １２５ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

    

 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。 

 

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  アメリカ 

 

フランク・セイバーリングによって、1898 年設立された。ブリ

ジストン、ミシェランと並び世界 3 大 

タイヤ会社の１つ。社名は加硫ゴムの発明者、グッドイヤー

に因むが、氏と会社は関係ない。同社ロゴを書き込んだ飛

行船で世界中に知られている。 

              

メイロビッツ  

アメリカ 

 

1852 年、プロシアに生

まれたドイツ人、E.B.メイ

ロビッツの創業したメイ

ロビッツ社は、現在でも

パリ、ロンドン、ニューヨ

ークに店舗を持つ、メガ

ネ、顕微鏡、スポーツ・

グラスの名門である。

26 代アメリカ大統領、

セオドア・ルーズベルトの

メガネは同社のもの。ち

なみにルーズベルトはア

メリカ人最初のノーベル

賞受賞者であった。 

 

 

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 

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-B287  Good Year  ￥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 

 

Der VolksWagen  ドイツ 

20 世紀の車を選ぶ､カー オブ ザ センチュリー第 4 位

のフォルクスワーゲンは日本語では「国民車」の意。わが

国へは、１９５２年､当時のノルトホフ社長が米国経由で

来日、４台のタイプ１をもたらした。５３年にはヤナセが

１０８台を輸入、翌年日本輸入販売権を取得した。欧米

ではサンルーフは高級車のイメージがある。 

 

 

アウディ 

８シリンダー 

ドイツ 

 

１９０９年、アウグスト・

ホルヒが設立。後に、

ＤＫＷ，ワンダラー、ア

ウディの４社を合併、

アウトウニオン社を結

成する。 戦後アウト

ウニオン社は解体、再

度、「ＡＵＤＩ」として発

足する。 

大戦前、メルセデス、

ホルヒと並んで高級車

メーカーの一角を占め

た。 

 

 

メルセデス 

GP フ ラ ン シ ア 

1954 

フランス 

 

1954 年フランス グ

ランプリのメルセデス

優勝。ドライバーは当

時最優秀ドライバーで

マセラッティ チームか

ら移籍したエマニュエ

ル・ファンジオであっ

た。ファンジオはクリン

グと死闘を繰り広げ

０．１秒差で優勝し

た。ポスター作家は H. 

リスカース。 

 

BMW イセッタ ５９

０／６００ ブルー  

ドイツ 

 

１９５５年、BMWの2輪

車用エンジン（R-25,２

４５CC）エンジンを搭載

したイセッタ 250 を発

売、同年12月にはイセ

ッタ 300 として 298cc

エンジンを搭載する。さ

らに 1957 年には大型

化を実現、582 エンジ

ンを搭載したイセッタ

600 を発売した。 

7-ＰK117  Der VolksWagen ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-Ｐ４３５６ Ａｕｄｉ ８ Ｃｙｌｉｎｄｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-B４７１  Mercedes Fangio   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-4181 BMW Isetta Blue  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ポルシェ３５６Ｂ  

万年カレンダー 

ドィツ 

 

３５６はポルシェの

名が使われた最初

のモデル。  生産

は、３５６（４９ー５

５年）、１万 ４６６

台、３５６Ａ（５５－

５９年）、２万６８５

台、 ３５６Ｂ（５９

－６５年）、３万９３

９２台である。 

 

 

トラバント 白と黒 

旧東ドイツ 

 

ミニカー コレクターに大人気の東ドイツ車。最高速度は９５

～１０５ｋｍ。燃料タンクはダッシュボード前方に位置、燃料

ポンプ、燃料計はない。車重は６００ｋｇ、定員は４名。 

 

 

ミニ クーパーS  イギリス 

ミニはブリティッシュ モーターカーの技術者であるアレッ

ク・イシゴニスの指揮するチームによって設計された。

1956 年、新コンセプトカーとして着手されたものであった

が、スエズ動乱による、石油価格の高騰が転機となった。

「３３ ＥＪＢ」はパディー・ホプカーク、ヘンリー・リドンを乗

せ、モンテカルロラリーで優勝した。 

 

 

 

 

 

ロールスロイス  イギリス 

ベストカー イン ザ ワールド 

 

創立時の出資者、チャールズ・Ｓ・ロールズと技術者フレデリ

ック・Ｈ．ロイスの名にちなんでロールスロイスと命名された。

モデルは１９３５年製、１２Ｖ気筒を搭載、前輪独立懸架を

採用、室内スペースも大きくなった。 

9-Ｐ４２００ Ｐｏrsche３５６Ｂ Ｋａｌｅｎｄｅｒ 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢 

9-B284  Trabant schwarz & Weiss 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス 

10-Ｂ２５７  Ｍini Ｃooper‘S  ￥３，７８０ 

ドイツ製 ２０ｘ３０ｃｍ Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

11-Ａ４４１  Rolls Royce    ￥３，７８０ 

ドイツ製  ３0x41cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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