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VW コンビ 

プレミアム パーキングサイン ドイツ 

重量 1.3kｇ． 英国ＦＴＴＤ社製 

 

 

VW コンビ コラージュ ドイツ 

 

    １９６０年代 ピックアップ サンババス 

    １９７０年代 デボン  フェストファリア 

 

ＶＷ  

スキーバス 

ドイツ 

 

トランスポルターはその

汎用性の高さからあら

ゆる分野で活躍し、第

一世代「Ｔ１」は１９５０

－６７年、「Ｔ２」は１９

６７－１９７９、「Ｔ３」は

１９７９－１９９２まで、

「Ｔ４」は 1990―2003

年製造され、現在の第

５世代「Ｔ５」は２００３

年より製造された。 

「クライネブス」（Ｋｌｅｉｎｅｂｕｓ」）と

も呼ばれるが、これは「マイク

ロバス」の意。 

 

ベイウィンドウ 

VW コンビ 

万年カレンダー 

ドイツ 

8-ＳＳ４８  Kombi 30x4５cm \４，７５0  

英国製 1.3kg 重量 lmm 厚鋼板パーキングサイン  

8-Ｔ１２ Kombi Collage ￥２，７３０  

   英国製 30x41cm   

8-Ｐ４１４８ａ VW Berge Bus   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-ＣＬ１１VW Baywindow Kombi ￥２，７３０ 

英国製   30x41cm  

 

VW コンビ ドィツ 

フォルクスワーゲンの製造する商用車は貨物使用、多人数

乗用使用、座席の取り外しができ、乗用・貨物兼用があ

り、兼用タイプをコンビと呼ぶ。「タイプ 2」と呼ばれることも

あるが､これは 1960 年代のアメリカで広まった呼び名で、

現在では愛好家が使用する内輪での愛称である。 

 

 

VW ベイウィンドウ コンビ ドイツ 

 

フォルクスワーゲンの製造する商用車は貨物使用、多人数

乗用使用、座席の取り外しができ、乗用・貨物兼用があ

り、兼用タイプをコンビと呼ぶ。「タイプ 2」と呼ばれること、

「Ｔ３」もあるが､これは1960年代のアメリカで広まった。ア

メリカではステーションワゴンに当たる呼び名である。 

 

 

 

   

 

 

VW コンビ  

万年カレンダー 

ドイツ 

 

フォルクスワーゲ

ンの製造する商

用車で、兼用タ

イプをコンビと呼

ぶ。「タイプ 2」と

呼ばれることもあ

る が ､ こ れ は

1960 年代のア

メリカで広まった

呼び名で、現在

では愛好家が使

用する内輪での

愛称。 

 

 

アウディ 

パーキング 

サイン ドイツ 

 

重量 1.3ｋｇ． 

英国ＦＴＴＤ社

製 

 

１９０９年、アウ

グスト・ホルヒが

設立。後に、ＤＫ

Ｗ，ワンダラー、

アウディの４社を

合併、アウトウニ

オン社を結成す

る。 戦後アウト

ウニオン社は解

体、再度「ＡＵＤ

Ｉ」として発足す

る。 

8-Ｔ１９ Kombi ￥２，７３０ 

英国製   30x41cm エンボス仕上げ  

8-Ｔ１１ Baywindow Kombi ￥２，７３０ 

英国製   30x41cm エンボス仕上げ  

8-ＣＬ１９ VW PerpetualCalender￥２，７３０ 

英国製   30x41cm   

8-SS７９     Ａｕｄｉ    ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ ダークブルー地 ホワイト文字 

 

アウディ 

８シリンダー 

ドイツ 

 

１９０９年、アウグスト・

ホルヒが設立。後に、

ＤＫＷ，ワンダラー、ア

ウディの４社を合併、

アウトウニオン社を結

成する。 戦後アウト

ウニオン社は解体、再

度、「ＡＵＤＩ」として発

足する。 

大戦前、メルセデス、

ホルヒと並んで高級車

メーカーの一角を占め

た。現在でも高級車と

しての位置は変わらな

い。 

 

ホルヒ１９３７ ドイツ 

 

高品質が原因で経費の掛かりすぎを嫌う出資者とうまくゆ

かず、新会社を設立、「ホルヒ」と同じ意味を持つラテン語

の「アウディ」を社名とする。戦前ドイツの高級車市場をメ

ルセデス､マイバッハと三分した。ナチスドイツのヒトラーが

メルセデスのパトロンであったのに対して、No.2 であったヒ

ムラーはホルヒを好んだことは有名である。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡｖＤ オールドタ

イマーグランプリ 

ドイツ 

 

1933年、ヒットラーに

よる国家援助の下、F.

ポルシェ博士設計に

よる P ワーゲンが開発

され、時速 250km の

世界記録を含む 7 つ

の世界新記録を樹立

した。ＡｖＤ（ドイツ自

動車クラブ(「オートモ

ビルクルブ・フォン・ド

イッチュラント」は「ドイ

ツ グランプリ」の主催

団体である。 

 

 

アウトウニオン 

ワールドレコード 

ドイツ 

 

1937 年アウトウニオン

社のテストドライバー、

ベルント・ローゼマイヤ

ーはアウトウニオンＰワ

ー ゲ ン ・ タ イ プ Ｃ   

で、公道における世界

記録、時速４００ｋを達

成し た。彼は１９３８

年、さらなる記録に挑

戦、運転不能に陥り死

亡。その後、ドルフ・カラ

チオーラのメルセデス

が、時速４３２ｋｍが記

録した。 

8-Ｐ４３５６ Ａｕｄｉ ８ Ｃｙｌｉｎｄｅｒ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-A659 Horch 1937   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

14-２０２８６AvD Oldtimer GP84 ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-20285 AutoUnion World Record￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

メルセデス プレミアム パーキングサイン ドイツ 

重量 1.3 ㎏． 英国ＦＴＴＤ社製。 

 

１８８６年、カール。ベンツの自動車発明、その後の１９０１

年、ダイムラーとマイハバッハによる第一号車の製造。「メ

ルセデス・ベンツ」ブランドの発売は１９２６年であった。 

  

メルセデス  ３００DL ガルウィング ドイツ 

 

1954 年ニューヨーク自動車ショーで発表、熱狂的な人気

を博した。日本では力道山、石原裕次郎の愛車であったこ

とで有名であり、ファンにとってはアイコンでもある。 

 

メルセデス 

ベンツ ドイツ 

 

1886 年、カール・ベン

ツは世界初の自動車

を製造、特許を取得し

た。一方、内燃機関の

技術者であったＧ．ダ

イムラ－とＷ、マイバッ

ハはダイムラー社を設

立。1926 年世界最古

の自動車会社である

両社が合併、ダイムラ

ーベンツ社がスタート

した。メルセデスの名

は ス ポ ン サ ー で あ っ

た、オーストリアの企業

家、イエリネックの娘の

名前。 

8-ＳＳ５２ＭｅｒｃｅｄｅｓＰａｒｋｉｎｇＳｉｇｎ￥４，７５０ 

英国製 1.3kg 重量 lmm 厚鋼板パーキングサイン 

 

8-Ｔ４４ Mercedes 300SL ￥２，７３０ 

英国製   30x41cm エンボス仕上げ  

8-B136 Mercedes Benz ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ジルバー 

プファイル 

（シルバーアロウ） 

ドイツ 

 

英語では、シルバーアロ

ー。１９３４－３９年の

間、レースで活躍したメ

ルセデスとアウディ車を

さす。それまで、ドイツ車

のカラーは白であった

が、３４年、ルール変更

により車重を７５０kg に

制限された優勝候補の

メルセデス W25 が塗装

を剥がすことで減量、新

規則に合格して優勝し    

                      た。 

 

メルセデス 

GP フ ラ ン シ ア 

1954 

フランス 

 

1954 年フランス グ

ランプリのメルセデス

優勝。ドライバーは当

時最優秀ドライバー

でマセラッティ チー

ムから移籍したエマ

ニュエル・ファンジオ

であった。ファンジオ

はクリングと死闘を

繰り広げ０．１秒差

で優勝した。ポスター

作家は H. リスカー

ス。 

 

オペル ベルジュ 

ドイツ 

 

１８９９年、アダム・オペ

ルは自動車製造を開

始、１９１３年には、ドイ

ツ最大の自動車会社に

成長。２４年には、ドイ

ツ初の自動車製造ライ

ンを完成した。ラウフプ

ロッシュ（雨蛙）の成功

で一躍ドイツ大手メーカ

ーになるが、世界恐慌

後の３１年ＧＭ傘下に

入る。GM の経営危機に

より、売却が検討された

が、GM にとどまる。 

 

オペル ドイツ 

 

 

１８９９年、アダム・オペ

ル は自 動車 製造 を開

始、１９１３年には、ドイ

ツ最大の自動車会社に

成長。２４年には、ドイ

ツ初の自動車製造ライ

ンを完成した。ラウフプ

ロッシュ（雨蛙）の成功で

一躍ドイツ大手メーカー

になるが、１９３１年Ｇ

Ｍ傘下に入る。GM の経

営危機により、売却が

検討されたが、GM にと

どまることとなった。 

9-B180  Silberpfeile  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-B４７１  Mercedes Fangio   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-P4287  Opel Berge   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-P4084  Opel Motorwagen  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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