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ネッスル (ネスレ)

ミルク スイス 

 

1866 年設立のスイ

ス国籍の子供用食

品会社。現在食品

会社として世界一の

売り上げを誇る。英

語 読 みでは ネッ ス

ル、わが国でも、か

つては英語読みの

会社 名を使 ってい

た。現在はネスレ社

となった。テオフィー

ユ・スタインレン制作

ポスター。 

 

 

マギ モンド 

ドイツ 

 

１８７２年ユリアス・マギ

ーはドイツ、ジンゲンに

食品会社を作った。現

在ネッスル社のスープ、

ブイヨン、ソース、ケチャ

ップ製品のブランド。 

 

 

ヒズ マスターズ ボイス（ＨＭＶ） ドイツ 

 

亡き主人の声を蓄音機で聴き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， ＪＶＣのブランドとしても

使用された。作者はニッパーの飼い主の弟、フランシス 

バロードである。ドイツ グラマフォンの広告。 

 

 

コカコーラ 

ガール＆ドック 

アメリカ 

 

 

コカコーラは 1967 年に

発明された世界初のコ

ーラ飲料である。当時

アメリカでは、代替療

法 、 自 然 療法 が盛 ん

で、ジョージア州、アトラ

ンタのジョン ペンバート

ンはコカインを使用した

薬用酒を思いつき、ワイ

ンとコカを調合。1885

年、「フレンチワイン コ

カ」として販売した。 

21-Ａ１５１  Ｎｅｓｔｌｅｓ Ｍｉｌｋ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

21-Ａ０８７  Ｍａｇｇｉ Ｍｏｎｄ    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-B249 Gramaphone   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

24-Ｃ０３３  Girl & Dog ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ブラック ＆ホワイ

ト 

(カラー) 

イギリス 

 

ジェームス ブキャナ

ンのブレンドウイス

キー｢ハウス オブ 

コモン｣は 1890 年

代にスコッチテリア

のラベルが使用さ

れたが、これがいつ

の間にかブランド名

となった。英国内で

はこのブランドは使

用されていない。 

 

シャ ノアール （黒

猫） 

フランス 

 

１９世紀半ば、ナポレオ

ン３世の指示でパリ大

改造が行われ、多くの

市民は郊外に移転、モ

ンマントルはその一つで

あった。モンマントルの

キャバレー、シャ ノアー

ルは芸術家のルドルフ

ェ・サリスが設立した。ポ

スターの作者はアールヌ

ーボーの旗手の一人、

テオフィーユ・スタンラ

ン。1859 年生まれ。 

 
  

ぺッツ  

ドイツ 

 

１９２７年生まれのペ

パーミント タブレット

（錠果）。ドイツ語の

PPPPfeffeeeerminzzzz の略から

PEZ と名付けられた。

ディスペンサーに様々

なマスコットがつけら

れた。 

24-Ｄ１６３ Ｂｌａｃｋ＆White(Col)￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４６-Ａ８２０（７５５）  Chat Noir ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

 

27-２０２５３ Pｅｚ Ｐｅｐｐｅｒｍｉｎｔ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アー ユー シュウェッピキュア？ スイス 

 

１783 年、ドイツ人発明家,,ヨハン シュベッペ(英語ー

シュウェッペ)は炭酸ミネラルウオーター製造機を発

明、ジュネーブにシュウェップス社を創業した。主な商

品は，ジンジャエール，ビターレモン、また最古の清涼

飲料水と言われるトニック ウオーターがある。 

  

 

チンザノ フラウ 

イタリア 

 

1757 年、チンザーノ家

が操業、1922 年チン

ザノ社として設立。現

在、クラシック ベルモッ

ト、 メディテラニアン ベ

ルモット、スパークリング 

ワイン（スプマンテ）の３

シリーズがある。99 年

カンパリ グループに買

収され、同社の１ブラン

ドである。ちなみに日本

ではサントリーが輸入販

売を行う。 

 

ヴィッテ ルイース  フランス 

 

フランス北東部の温泉保養地、ヴィッテルで瓶詰めされたミネ

ラルウォーターは１８８２年より発売された。ツールドフランス、

ロンドンマラソンの公式飲料であり、現在ではネスレ社が発

売，日本ではサントリーが輸入する。硬度３１５度の硬水。 

ビヴィッテルはツール ド フランスのスポンサー企業。 

 

サンペレグリノ 

イタリア 

 

イタリア、ロンバルディア

地方サンペレグリノ テル

メで産出されるミネラルウ

ォーター。100 種以上の

ミネラルを含む。自然に

存在する、ストロンチュー

ムまで含んでいる。採取

のベストシーズンは 5～

10 月との記載がある。

発売はネスレ、日本では

サントリーフーズが輸入す

る。 

31-D129 Ｓｃｈｗｅｐｐｉｃｕｒｅｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３８-Ｄ２３８ Ｃｉｎｚａｎｏ Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

31-D257   Vittelloise  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３１-Ａ９０３ Ｓａｎ Ｐｅｌｌｅｇｒｉｎｏ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ギネス 

ツーカン 

アイルランド 

 

1756 年創業のビ

ール醸造会社。ア

イルランド ダブリ

ン、セントジェーム

スゲート醸造所に

生まれたギネスは

ポーター(黒スタウ

ト)と呼ばれる。現

在では、ディアジオ

社のビール部門で

ある。わが国では

キリンビールが販

売権を持つ。 

 

 

ジョニー 

ウォーカー 

イギリス 

 

1865 年ブレンド ウイ

スキーを発売、現在で

は１億３千万本を出荷

し、世界一の座を占め

る。 １８７０年には有

名な四角のボトルを発

表。さらに有名なラベ

ル、２４度の角度で張

られているシールのデ

ザインが紹介された。 

 

   グレンフィディック ロゴ イギリス 

 

 

ウイリアム・グラント＆サン社が 1887 年のクリスマスに創業。

1906 年にシングル モルトを世界に紹介し、一躍その名を知

らしめた。世界シェア 30%と、最も多く販売されているシング

ル モルト ウイスキーである。 

 

 

ジャック ダニエルズ   

万年カレンダー  

アメリカ 

ジャック ダニエル社は

1866 年、テネシー州リン

チバーグで創設された。

砂糖カエデの炭でろ過す

るリンカーン郡の製法（チ

ャーコールメローイング）で

つくられ、独特のフレーバ

ーが人気を集める。本社

のあるムーア郡は禁酒法

が存在するが、観光客向

けの少量販売のみが認め

られている。1 億本以上

が売られており、これは世

界一である。 

32-Ｇ８１６   Toucan   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３５-A039  Jonie Walker  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル   ニス光沢仕上げ 

３５-D２２４  Glenfiddich Logo   

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル   ニス光沢仕上げ 

36-D271  Jack Daniels Cal.   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

アイリッシュウイス

キー 

オールドブシュミルズ

アイルランド 

 

16０1 年創設のブッ

シュミルズの工場は

北アイルランド､アン

トリム県にあり、毎年

10 万人以上が訪れ

る。1740～1910年

にかけてアメリカに

移住した大量のアイ

ルランド移民により

ブッシュミルズの名は

一 躍 有 名 に な る 。

1900 年代初頭の広

告ポスター。 

 

 

  マルティーニ サイン   イタリア 

 

 

マルティーニ＆ロッシ社はイタリア、トリノで創業、ベルモッ

ト、スプマンテ（フランスのシャンペン）を製造する。１９９３

年、ラム酒のバカルディ社と合併した。マルティーニはマル

ティーニレーシングとしてモータースポーツのスポンサーとし

ても有名である。 

 

カンパリ 

ピエロ 

イタリア 

 

1960 年、イタリア、トリ

ノのバーテンダー、ガスパ

ーレ カンパリが開発し

た、60 種の材料が使わ

れている、度数 24 度の

ビター系のリキュール。同

社は、ベルモットのチン

ザノ、ウォッカの SKYY な

どを傘下に酒造界の一

大グループを形成する。 

レオネット・カピエロの制

作ポスター。 

 

ワイン キャンティ ルフィーノ イタリア  

 

イタリア、トスカーナ州、キャンティー地区で生産されるワイ

ン．軽めの赤ワインで、肉料理と相性が良い。菰かぶりのビ

ンがトレードマークであったが、現在では少数派となった。 

37-Ｄ１０８ＯｌｄBushmills300Years￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-P4312 Martini Sign  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネルニス光沢仕上げ 

38-Ｄ１５３ Ｃａｍｐａｒｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

39-Ｄ２３４  Ｃｈｉａｎｔｉ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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