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４７１１ ファブリック（工場） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

４７１１  

ベルトマーク 

（ワールドブランド） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

４７１１   

トスカ 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

４７１１ 

ボールクレイド 

(夜会服) 

ドイツ 

 

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、

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。 

 

 

 

 

55-Ａ４０２ ４７１１ Ｆａｂrik  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ｂ０５９ ４７１１ ＷｅｌｔＭａｒｋｅ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ８４０  Tosca   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ５８７  ４７１１ Ｂａｌｌｋｌｅｉｄ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

４７１１ 

シャヒ 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

 

４７１１ 

フリューリング フレッ

シュ(春) 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

 

 

４７１１  

トスカ クリーム 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

４７１１  

ダス ブンデルバッ

サー 

(素晴らしい水) 

ドイツ 

 

４４７１１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、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。 

 

55-Ｂ０４２  ４７１１ Ｓｈａｈｉ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ｂ１４０ ４７１１ＦｒｕｈlｉｎｇＦｒｉｓｃｈ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 55-Ｂ１３１ ４７１１ＴｏｓｃａＣｒｅｍｅ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

55-Ｂ１８８ Das Wundervasser ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

４７１１  

ザール（番号） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

４７１１  

シッフ 

（船） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

４７１１  

フラウ イム 

シュバルツ） 

（黒ドレスの女） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

４７１１  

オーデコロン 

ドイツ 

 

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、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。 

55-Ｂ１８９  ４７１１ Ｄｉｅ Ｚａｈｌ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ｂ１４１  ４７１１ Ｓｃｈｉｆｆ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ｂ１４２ ４７１１ Ｆｒａｕ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ｂ１４４ ４７１１ Eau de Cologne  

￥３，７８０ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

 

４７１１  

ザイフェンファブリック

（石鹸工場） 

ドイツ 

 

４７１１はドイツ、ケルン

に本拠を置く、老舗香

水メーカー。オーデコロン

とフランス語で呼ばれる

理由は、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。 

 

 

 

 

 

４７１１ 

ドム 

（大聖堂） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

 

４７１１ 

ＦｅｓｔｌｉｓｃｈｅＳｔｕ

ｄｅｎ 

(学園祭) 

ドイツ 

 

４７１１はドイツ、ケル

ンに本拠を置く、老

舗香水メーカー。オー

デコロンとフランス語

で呼ばれる理由は、

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。 

 

 

 

 

イール ライヒ イス

ト ベルト 

（世界帝国） 

ドイツ 

 

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、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。 

 

 

 

 

55-Ａ７２２ ４７１１Ｓｅｉｆｅｎｆａｂｒｉｋ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ４００  4711 Ｄｏｍ  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ６１２ ４７ｌｌ ＦｅｓｔｌｉｃｈｅＳｔｕｎｄｅｎ  

￥３，７８００ ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

55-Ａ７２３ Ｉｈｒ Ｒｅｉｃｈ   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

フルール ド 

ムッセ 

フランス 

 

パリ フランスのソウズ 

フレーレ社の香水ポスタ

ー。作者はレオポルド・メ

ルティコビッツ。湖で水浴

する女性の構図はフラン

ス的感性に満ち、ポスタ

ーコレクターの間で高い

評価を受けている作品で

ある。 

 

 

 

ロス   ペルフーメ  

ギャル 

スペイン 

 

100 年以上の歴史を

持つ、スペインの香水

メーカー。 

現在でもギャルのリッ

プクリームはわが国で

も販売されており、若

い女性に人気である。 

 

ル ルージュ  ベゼ

赤いキッス 

リップスチック 

フランス 

 

1927 年発表された

口紅、 

“Le Rouge Baiser”は

女らしさのシンボルで

あり、オードリー ヘッ

プバーンも愛用したと

いわれる。ポスターは

ルネ ギュリオの作品。 

 

 

コパトーン 

アメリカ 

 

１９４４年発売のシェリン

グ プラフ社の日焼け止

めクリーム。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

女優になった、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

ルを作成、話題をさらっ

た。 

 

55-Ａ７５３  Fleuｒs Mousse   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30 

ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ９４８ ＬｏｓＰｅｒｆｕｍｅｓＧＡＬ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｃｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ  

55-B082  le rouge baiser     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

55-Ａ８０２   Coppertone￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 


