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グリーン 

ビートル  

ドイツ 

 

アドルフ・ヒットラーの意

を受けたフェルディナン

ド・ポルシェが開発した、

ドイツの国民車。フォル

クスワーゲン［ＫｄＦ］は、

2 次大戦後、シリーズ 1

と車名を改め、基本スタ

イルを変更することなく

半世紀の製造が続けら

れ、合計の生産数は１，

５００万台が生産された

に達した。20 世紀の車

を選ぶ､カー オブ ザ 

センチュリー第 4 位。 

 

 

ＶＷ  

ファミリーカー 

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。 

 

フォルクスワーゲン １９４６  ドイツ 

  

アドルフ・ヒットラーの意を受けたフェルディナンド・ポルシェ

が開発した、ドイツの国民車。フォルクスワーゲン［ＫｄＦ］は

４５年、ナチス降伏によりドイツは連合国の管理下に入る。

この年、英国占領軍より 2 万台受注。その翌年にはシリー

ズ 1 の生産を開始し、ＶＷの大躍進がスタートした。 

 

フォルクスワーゲン １９３６   ドイツ 

 

アドルフ・ヒットラーの意を受けたフェルディナンド・ポルシェ

が開発した、ドイツの国民車、フォルクスワーゲン［ＫｄＦ］。 

やがて第 2 次大戦がはじまり、乗用車生産は中止され、軍

用のキューベルワーゲンのみが生産された。 

 

7-Ａ０１９ Beetle Green   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 7-Ｐ９１４２ VW Er gohort zur Farr￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ａ７４５ 1946    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7- A７４４    VW 1936   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ＶＷ  Halt den Vorsprung 

ドイツ 

 

フォルクスワーゲン、シリーズ 1 は基本スタイルを変更するこ

となく半世紀の製造が続けられた。当初のモデル名、「Ｋｄ

Ｆ」はタイプ 1 と車名を改め、５００万台が生産された。 

 

ＶＷ カブリオレ  ドイツ 

 

１９４９年、ドイツのコーチビルダー、カルマン社より発売さ

れたフォルクスワーゲンのカブリオレモデル。以後フォルクス

ワーゲンの定番となる。 

 

Der VolksWagen  ドイツ 

20 世紀の車を選ぶ､カー・オブ・ザ・あｓ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。 

 

ＶＷ  

サンルーフ 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。サ

ンルーフは高級車のイ

メージがある。 

7-Ｐ４２１１ VWHaltdenVorsprung￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４２１２  VW Cabrioret   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-ＰK117  Der VolksWagen  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４８４８ｂ VW Schiebedach ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ＶＷ ５０年   ドイツ 

 

フォルクスワーゲン 50 年の歴史は、世界大戦後のドイツ、そ

して世界の 50 年でもある。この間フォルクスワーゲンは基本

のスタイリングを一切変更せず、新機種、ゴルフにバトンタッ

チすることとなった。1985 年は社名も、Volks Wagen 

Werke GmbH から、現在のフォルクスワーゲンＡＧと改めた。 

 

 

ＶＷ カルマンギア  ドイツ 

 

１９５５－７５年。ドイツのコーチビルダー、カルマン社はイタ

リア、カロッツェリア「ギア社」にデザインを委託。流麗なデ

ザインが最大の特徴で世界でもっとも美しいデザインの一

つと言われている。本国生産画の終了後もブラジルで生

産、ブラジル生産分も含めて、40 万台以上生産された。 

 

ＶＷ ハービー   ドイツ・アメリカ 

 

2005年、ディズニー映画に登場のフォルクスワーゲン・ビー

トル。物語は１９63 年型のフォルクスワーゲンのハービーと

運命的な出会いをする少女マギー。マギーを演じるのは女

優、歌手として全米で絶大な人気を誇るリンジー・ローハ

ン。 

 

ＶＷ １９８０  

万年カレンダー 

ドイツ 

 

フォルクスワーゲン、

Typ1 をベースにカル

マンが製作したカブリ

オレ（オープンカー）。

１９49 年から８０年ま

で生産された。型式

は Typ15 とよばれる

が、これは 1 型と同列

の 15 型ではなく、１

型の「５」番という意

味であり、「１５」型は

カルマン製のカブリオ

レ・モデルであるとい

う意味である。 

 

7-２０３７８ VW Funfzig Yahre  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４２１３ VW Karmann   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ９０５９  Ｈｅｒｂｉｅ Ｇｒｏｓｓ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４301 VW   Kalender  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ＶＷHalt Versprung 

万年 カレンダー   

ドイツ 

 

フォルクスワーゲン、タ

イプ1は基本スタイルを

変更することなく半世

紀にわたり製造が続け

られた。当初のモデル

名、「ＫｄＦ」はタイプ 1

と車名を改め、２００３

年のメキシコ工場にお

ける生 産 終 了 までの

間、２，１５０万台が生

産 さ れ た 。 こ の 記 録

は、今後も破られること

はないといわれている。 

 

ＶＷ １９５２  

万年 カレンダー 

ドイツ 

 

1949 年、アメリカにタ

イプ 1 を初輸出、その

後アメリカは最も重要

な輸出先となる。この

年、カルマン社製造の

カブリオレが製造され、

以後定番となった。１９

５２年は当時のＶＷ社

社長、ハインリッヒ・ノル

トホフがアメリカ経由で

日本を訪問、４台のタイ

プ１が初めて紹介され

た記念すべき年として

記念される。 

 

 

ポ ル シ ェ ３ ５ ６ B 

万年 カレンダー 

ドイツ 

 

1948 年から製造され

製品名にポルシェが用

いられた最初のモデル

である。設計はフェルデ

ィナンド・ポルシェ、スタ

イリングはフォルクスワ

ーゲン・ビートルのスタイ

リングも手掛けたポルシ

ェ社員、エルビン・コメン

ダが行った。９１１モデ

ルの前身で３５６は通

算で４モデルが作られ

スポーツカーの標準を

作った。 

 

フォルクスワーゲン ゴルフ  ドイツ 

 

19７４年フォルクスワーゲンは、傘下としたアウトウニオン

（現アウディ）の前輪駆動技術をも応用して、スペース効率

に優れた前輪駆動のハッチバック車ゴルフを開発し、その

機能性が市場に受け容れられてベストセラーとなった。 

 

7-Ｐ９１４５ VW Halt den Vorsprung kal． 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル 

7-Ｐ４３００ VW 1952 alendar ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｐ４２００ Porsche356B Kal￥￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

7-Ｔ８４  VW Golf   ￥２，７３０ 

  英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

ＫＤＦワーゲン  ドイツ 

フォルクスワーゲンはナチスドイツの車普及運動から生まれ

た。ナチス政権のプラスの一面を象徴している。戦後、当

初のモデル名、「ＫｄＦ」はタイプ 1 と車名を改め、基本スタ

イルを変更することなく半世紀にわたり製造が続けられた。 

 

ＶＷ ビートル  ドイツ 

フォルクスワーゲン、タイプ1は基本スタイルを変更すること

なく半世紀にわたり製造が続けられた。当初のモデル名、

「ＫｄＦ」はタイプ 1 と車名を改め、２００３年のメキシコ工場

における生産終了までの間、２，１５０万台が生産された。 

   

ＶＷ コラージュ  ドイツ 

 

1956 Deluxe       1961 Cabrioret 

1975 Type1 Saloon  1974 Super Beetle  

 

カルマン ギア  ドイツ 

 

１９５５－７４年。ドイツのコーチビルダー、カルマン社はイタ

リア、カロッツェリア「ギア社」にデザインを委託し、世界でも

っとも美しいデザインの一つと言われているカルマンギアを

発表し、アメリカ市場でベストセラーとなった。 

7-T66 KDF Wagen  ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

7-Ｔ３９ VW Beatle ￥２，７３０ 

   英国製 30x41cm エンボス仕上げ 

7-T１３９ VW Beatle Collage ￥２，７３０ 

  英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

7-Ｔ３１ Karmann Ghia  ￥２，７３０ 

  英国製 30x41cm エンボス仕上げ  
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