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プレミアム パーキングサイン 

ノー スモーキング アメリカ 

 

重量 1.3kg｡ 英国 FTTD 社製 

 

  チョッパー プレミアム パーキングサイン 

 

重量 1.3kg。 英国ＦＴＴＤ社製 

 

イージーライダーで有名。 ＯＣＣ（オレンジカントリーチョッ

パー）はニューヨーク州にあるカスタムバイクのスペシャリス

ト。カルフォルニアのオレンジカウンティーは関係がない。 

 

クルージング Ｕ．Ｓ． 

オン ザ ロード アゲイン  アメリカ 

 

1775 年アメリカ独立戦争の 13 州は現在では 50 州とな

り、各州が独自のﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄを持つため、合衆国の自

動車のﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄも 50 通りある。独自の文化、建築

物、動物、自然などをデザインがある。 

 

５０年代の 

ダイナー アメリカ 

 

1950 年代、ヨーロッ

パ、アジアは大戦に疲

弊し、一人アメリカのみ

が繁栄の極にあった。

戦闘機の尾翼をまねた

テールフィンスタイル、ク

ロームクレージーと言わ

れるほどメッキパーツを

使用するアメリカ車。フ

ルサイズのキャディラッ

ク、ロックンロールとハリ

ウッド映画に象徴される

「きらめきの50年代」が

あった。 

６-ＳＳ１０６ No Smoking     ￥４，７５０ 

英国製 30x4５cm 1.3kg 1mm 厚鋼板 パーキングサイン  

１１１１----SSSSSSSS１００１００１００１００     Ｃｈｏｐｐｅｒ   ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ  ブラック地  ホワイト文字 

６-Ａ９２５  Cruising U.S.  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

６-Ｐ９６１７ ５０ｔｈ Ｄｉｎｅｒ Club￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ファイヤーストーン  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。 

 

ファニーズ レストストップ 

《ビンテージ加工》 アメリカ 

 

アメリカを車で旅行すると、ガソリンスタンドと 

レストランが一緒に営業するのをよく見かける。 

 

ベスパ 

 サービス （英文） イタリア 

ベスパの販売数は百万台を超え、世界中のベスパクラブ 

メンバーは５０万人を超えるといわれている。 

                                                                    フォード パーツ &  

サービス    

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-Ｎ８８ Est Here and get Gas ￥２，７３０ 

アメリカ製 ３０ｘ４１cｍ  エイジンク加工   

６-Ｔ８６ Vespa Service  ￥２，７３０  

英国製 34x34cｍ エンボス加工  

６-Ｔ８６ Vespa Service  ￥２，７３０  

英国製 34x34cｍ エイジンク加工  

 

フォード サービス   アメリカ 

 

フォード社は 1903年ヘンリーフォードによる創業の後、「Ａ」

型から始まり、1908 年の「Ｓ」型に続く「Ｔ」に至り大量生

産とそれに伴う全米規模のアフターサービス体制を確立し

た。フォードは20世紀のもっとも重要な車として｢センチュリ

ーカーに 

ノミネート。 

 

 

アメリカン 

ハイウェールート６６ 

万年カレンダー  

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

た今も各所に往年の姿

をとどめる。 

 

               

ルート６６  

万年カレンダー 

アメリカ 

 

1926 年に創設され

た合衆国国道であ

り、85 年州間高速

道路網が発達するま

で､アメリカ南西部の

発展を担う重要な地

位にあった。ルート

66 はアメリカを代表

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

なった今も各所に往

年の姿をとどめる。 

 

ルート６６

シールド  

 

 

 

 

 

（白の部分の

み切り抜き） 

６-Ｔ９２ＦＳ Ford Service  ￥２，７３０ 

アメリカ製 34x34cｍ エンボス加工  

１１１１----２０２８７２０２８７２０２８７２０２８７ American Highway Cal. ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

１１１１----２０２９３２０２９３２０２９３２０２９３ Route66 Calender ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

６-Ｔ５６J Route 66 Shild  ￥２，７３０  

アメリカ製 34x34cｍ エンボス加工  

 

シボレー スーパー サービス  アメリカ 

 

ゼネラルモーター社は 1908 年、ウイリアム・デュランがミシ

ガン州フリントで組織した持ち株会社に始まり、ビユイック

（03 年創業）を任され、オールズモビル、キャディラック、の

のちのポンティアック等を買収したが、買収費用が嵩みバ

ンカーズトラストニ支配権を譲る。11 年にシボレーを創立、

16 年には社長に返り咲いた。 

    

シボレー コルベット   アメリカ 

 

ＧＭデザイン部門の初代副社長、ハーリー・アールがアメリ

カ軍人がヨーロッパから持ち帰った、ジャガー、ＭＧ,に対抗

するスポーツカーとして、 1953 年発売した。強８エンジン

を搭載、走行性能の優れた、小型プレスティージ 2 シーター

の路線を築いた。 

カウボーイズ ガン 

    

    

    

    

    

    

    

ラッキーズバー 

    

    

    

    

    

    

    ６-Ｔ９２ＣＳ Super Service ￥２，７３０ 

アメリカ製 34x34cｍ   

６-Ｔ９２ＣＣChevrolet SuperService￥２，７３０ 

アメリカ製 34x34cｍ エンボス加工     

６-Ｎ９０  Cowboy’s Gun ￥２，７３０ 

アメリカ製 34x34cｍ エイジンク加工 

６-Ｎ１０９  Lucky’s Bar ￥２，７３０ 

アメリカ製 34ｘ４１cｍ エイジンク加工 

 

オーストラリアン サイン シャーク 

オーストラリア 

 

サメにご注意のサインは、オーストラリアの海岸ではよくみ

られる。サーフィン好きのドライバー向きのガレージサイン。 

         

グッドイヤー 

スペイン 

 

グッドイヤーは１８９８

年設立。１８３９年に

硫 化 ゴム (ゴ ムの 硬

化｝に成功したチャー

ルス・グッドイヤーに因

んで社名とした。ブリ

ジストン、ミシェランと

並ぶ３大メーカー。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。 

  

 

レプレコン  

クロッシング 

アイルランド 

 

アイルランド伝説の小

人の靴屋。この老人

に出会うと幸運が舞

い込むと信じられてい

る。アイルランド移民

を通じて世界中に広

まった。アメリカにおけ

るアイルランド移民は

ケネディー、レーガン大

統領をはじめ、全国民

の 12%と言われてい

る。幸運を呼び込むガ

レージ・サイン。 

 

 

              

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。 

 

６-Ｎ４３  Shark ￥２，７３０ 

英国製 3０x30cｍ エンボス加工なし  

5-Ａ９８３  Good Year ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

６-Ｂ２２０  Reprecauns Crossing ￥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 
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