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サンデマン 

ポルトガル 

ポルト＆シェリー  

 

 

ポルト酒は北部ポルトガ

ル、ポルト港より積み出

される酒精強化ワイン。

醗酵の途中で77度のブ

ランデーを加えて酵母の

働きを止め、独特の甘み

とコクが生まれる。アル

コール度数は 20 度前後

で保存性に優れている。

最低 3 年樽の中に保存

されているものだけをポ

ルトと呼ぶ。サンデマン                

はポルトの名門企業。 

    

ティオティオティオティオ    ペぺペぺペぺペぺ    

スペインスペインスペインスペイン    

シェリーシェリーシェリーシェリーのブランドのブランドのブランドのブランド    

    

スペイン、セビリア地方

のシェリーワイン。アン

ダルシア地方、へレス

は有名なシェリー酒の

産地である。1935 年

の原産地呼名統制法

によって、それ以外の

地域で作られたものは

シェリーと呼ぶことがで

きない。(商標会議加

盟国義務）ゴンザレス 

バヤス社は 1835 年設

立、ロンドンにも拠点を

構えた。 

    

 

バカルディ  バミューダ 

ラム酒 

 

キューバでは蝙蝠は縁起の良いものとして珍重される。

バカルディーはラム酒のメーカーであるが、マルティーニ&

ロッシを買収し、総合メーカーとして活動。１８６２年創

業。現在もバカルディー家の私企業である。 

 

フォスター ラガー 

オーストラリア 

 

フォスターグループは海

外での発展に比して、

オーストラリア国内では

カールトン クラウン、ス

テラ等のブランドが販

売の主力であり、自国

内では現在はあまりポ

ピュラーとは言えない。 

 

 

39-Ｄ１６５ Ｓａｎｄｅｍａｎ‘ｓ Frau￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

３９－D231  Tio Pepe    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

38-Ｐ９３１７Ｂａｃａｒｄｉ Ｌｏｇｏ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕ドイツ

製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢

４０-Ｄ１３９  Ｍｕｒｐｈｙ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

            

レーベンブロイ 

オクトーバーフェスト 

ミュンヒェン ドイツ 

 

オクトーバー フェストは

１９１０年以来、９月末

から１０月にかけて１５

日間ミュンヘンで行わ

れる、世界最大のビー

ルの祭典。６００万人

が参加するといわれて

いる。（そのうち１５％

は国外の観光客であ

る。）レーベンブロイは

麦芽とホップ、水のみ

で作り、副原料を使用

しない、 

 

ハイネケン  オランダ 

 

１８６３年へラルド ハイネケンが設立したビール会社。世界

１７０カ国以上で販売され、世界第２位のシェアーを持つ。

日本ではキリンホールディングスとの合弁会社、ハイネケン 

ジャパンを通じ販売している。 

 

カールスバーク 

デンマーク 

ビールの革命児 

 

１８４７年デンマークで

設立された会社は、製

品を 140 カ国以上に

出荷、生産拠点は 40

カ国にのぼる。世界第

5 位のビールメーカーで

ある。１８８３年、同研

究所のエミル・ハンセン

博士は酵母の純粋培

養技術を開発、ビール

の大量供給の道を開い

た。 

 

プレイヤーズ 

イギリス 

JohnPlayersSpecial 

  

１９世紀半ば、ジョン・プレ

イヤーが英国ノッティンガ

ムに設立したたばこ会社。

１９０１年にブリストルに本

拠を置くインペリアル タバ

コ グループに買収される

が、当時のブランド、「Ｎ

avyCut」「John Player’s 

Special」「Gold Leaf」はそ

のまま保持された。現在は

インペリアル タバコ グル

ープとブリティッシュ アメリ

カン タバコ グループが製

造する。 

      

４１－Ｄ００２ October Fest ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ２１２  Heineken Bier ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ１８３ Carlｓberg  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４２-Ａ１０１   Player‘ｓ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ライオンズ 

ティー  イギリス 

 

老舗ティ ショップ 

 

１８９４年、ロンドン

にて創業のティーショ

ップ チェーン。１９２

０年代には、オリバ

ー・バーナードのイン

テリア デザインで有

名であった。ビジネス

にコンピューターを導

入するなど革新的で

あったが８２年に閉

鎖する。 

 

テンプルバー ダブリン アイルランド 

「アイルランドのギネスバー」 

 

アイルランド、 ダブリン市のほぼ中心、リフェー川南岸の中

世の面影を強く残す地域で、ロンドンのテンプルバーからそ

の名をとったといわれている。１９世紀末から２０世紀にか

けて、地域は旧弊化し発展から取り残されるなか、かえって

これが古い地域の保存に役立った。 

 

 

ライフ 

アメリカ 

 

幻の写真週刊誌 

 

ヘンリー・ルースによっ

て 1936 年に発刊。世

界初の写真雑誌。68

～70 年は最盛期で、

650 万部が発行され

た。ロバート・キャパ（ノ

ル マ ン デ ィ ー 上 陸 作

戦）、ジョージ・ロジャー

（ヨーロッパ戦線）、ユー

ジン・スミス、土門拳等

に 活躍 の場 を提供 し

た。 

 

ムーラン ルージュ 

フランス 

 

ロートレック 

赤い風車の意。パリ、モ

ンマントルにあるキャバ

レー。フレンチカンカン、

大道芸を組み合わせた

ショーで有名。画家、ロ

ートレックはここに通い

詰め、ポスターを描い

た。エルビス・プレスリ

ー、フランク・シナトラ等

も活躍した。１９２８年

以来、６本の映画がこ

こを舞台に作られた。

ポスターはロートレック                  

の作品である。 

43-B037  Lyons’Tea  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４４-Ｄ１５０  The Temple Bar  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４５－Ｂ２９５  Ｌｉｆｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

46-Ｂ０９８  Ｍｏｕｌｉｎ Ｒｏｕｇｅ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

４７１１   

トスカ  ドイツ 

 

「オーデコロンの

元祖」 

 

４７１１はドイツ、ケル

ンに本拠を置く、老

舗香水メーカー。ケル

ンはオーデコロンの発

祥の地。オーデコロン

とフランス語で呼ばれ

る理由は、18 世紀、

ナポレオン戦争でケル

ンを占領したフランス

軍兵士が本国に持ち

帰ったからといわれ

る。 

 

 

コンチネンタル 

ドイツ 

「チューブ入りのタイ

ヤを作る」 

    

自転車は１８１７年、ド

イツ人、カール・フォン・

ドライスによって発明さ

れた木製の乗り物で、

２個の車輪を備え、前

輪で向きを変えること

ができた。ドイツのタイ

ヤメーカー、コンチネン

タルは１８９２年、自転

車用空気入りタイヤを

発売した。自転車は快

適な乗り物となった。 

 

 

スイス エア 

 

スイス航空は現在ルフ

トハンザ の傘下 にあ

る。ナショナルフラッグ

であるスイスエアの倒

産は当時話題となっ

た。 

 

ちなみにルフトハンザ

によるエアーフランス

の買収は中止となった

が、これはフランス大

統領の強い意向であ

ったといわれている。

日本航空の再建劇も

思い起こされる。 

[ 

タイタニック 

 イギリス 

(悲劇の豪華客船) 

 

ホワイトスターラインの

豪華客船。当時最大級

の客船であった。シェル

ブールとクイーンズタウ

ン経由でザンプトン～

ニューヨークを結ぶ処女

航海で氷山に衝突、沈

没。１、５13 人の犠牲

者を出した史上最悪の

海難事故であった。沈

没原因はいろいろある

が、望遠鏡が、ロッカー

にしまい忘れていたこと

が致命的であった。 

55-Ａ８４０  Tosca   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

47-Ａ８３３ Continental Rod   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

50ｂ-Ｐ４０６５Ａ  ＳｗｉＡｉｒ  ￥3,780 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４９ｂ－A139  Titanic hellblau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

 

ルフトハンザ 

ドイツ 

 

「空のハンザ同盟」 

 

ドイツ・ルフトハンザ

航空は1926年、ドイ

ッチュ エア ロイドと

ユンカースの合併に

よって設立。会社は、

中世の北ヨーロッパ

を中心に活躍した都

市同盟であるハンザ

同盟にかけて、ルフト

ハンザ（空のハンザ

同盟の意）と名付け

られた。 

 

 

イベリア航空 

スペイン 

 

1986 年成田に乗り入

れ、98 年まで就航し

た。現在は日本直行便

はない。これは、利用

者の大部分が、日本か

らの観光客であり、バ

ブルの崩壊とともに採

算が合わなくなったた

めと言われている。 

 

サベナ航空 

ベルギー 

 

1935 年、首都ブルッ

セルとベルギー領コンゴ

を結ぶ国営航空会社と

して設立した。古い歴

史を誇るナショナルフラ

ッ グ キャ リアであっ た

が、2001 年、アメリカ

同時テロの影響で資本

提携をしていたスイス

航空の経営が悪化、翌

年共倒れの恰好で倒産

する。 

 

インターフルーク 

東ドイツ国営航空 

幻の航空 

 

1958 年創立の旧東ド

イツ国営航空会社。チ

ャーター専門の航空会

社であったが、東ドイツ

のルフトハンザの解散

に伴い国営の航空会

社となった。1991 年ド

イツ統合に伴い解散

消滅した。 

50ｂ-Ｂ８５４ Lufthansa  ￥3,780 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

50ｂ-A９２９   Iberia      ￥3,780 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

50ｂ-B065  Iberia Africa ￥3,780 

ドイツ製 30x20cm ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 ５０ｂ－Ｂ２２１ Ｉｎｔｅｒｆｌｕｇ  ￥3,780 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

  

   株式会社ファイヤーマスタージャパン  www.firemaster.co.jp  Tel:03 3317 6000  Fax:03 3317 1363  ５２ｄ 

    
    


