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ＢＭＷ 

プレミアム 

パーキング 

サイン ドイツ 

 

重量 1.3ｋｇ． 

英国製ＦＴＴＤ

社製 

 

１９１６年、南ドイ

ツバイエルン州に

設立。 

 

ミュンヘンに本社を

置くくくく。。。。高級２輪、４

輪メーカーとしては

世 界 最 大 規 模 。 

傘 下 に は ロ ー ル

ス、ＭＩＮＩを持つ。 

 

 

ＢＭＷ ３２８   ドイツ 

 

１９３6-40 年に発表され、最も成功した戦前のスポーツカ

ー。時速１６０キロを記録。 ３０年代に、ルマン、タルガ・フ

ロリオ、ツーリスト トロフィーの２Ｌｔｒ．クラスを総なめにし

た。1999 年には、カーオブザセンチュリー25 にノミネートさ

れる。 

 

ＢＭＷ Ｖ８   ドイツ 

 

ＢＭＷは世界最大の高級車メーカーである。戦後 3 年間の

操業を停止されたが、51 年には 4 輪製造を開始、５０１を

発表した。５０２・Ｖ８ Ｓｕｐｅｒは２号のモデル。 

 

 

 

ＢＭＷ  

カレンダー 

ドイツ 

 

バイエルン 発動機製

造 株 式 会 社

（ Bayersche Motoren 

Werke AG）ＢＭＷは世

界最大の高級車メーカ

ーである。戦後 3 年間

の操業を停止された

が、51 年には 4 輪製

造を開始、５０１を発

表した。５０２・Ｖ８ Ｓｕ

ｐｅｒは２号のモデル。 

 

8-SS３５     ＢＭＷ   ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ ブラック地  ホワイト文字 

8-Ａ６６１    BMW      ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-Ｐ４１９５  BMW Ｖ８    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

8-Ｐ００１ BMW Ｖ８ Kalendar  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

BMW 507   ドイツ 

フランクフルト モーターショーで発表、1956 年から製造

された 2 シーター クーペ&ロードスター。５０２の３．２L エ

ンジンを搭載、安価を目指すが、ベンツ３０００SL と同程

度の価格になった。２５２台しか生産されず、クラシックカ

ーマニアには幻の車といわれる。 

 

 

 

BMW 502   ドイツ 

 

戦後最初に作られた大型セダン 501 は 1954 年、6 気

筒、502へと発展、メルセデスを凌ぐ最速の 4ドアサルーン

となった。これにより BMW のイメージの再興に貢献する。 

 

BMW イセッタ  

５９０／６００  

ブルー  ドイツ 

 

１９５５年、BMW の 2

輪 車 用 エ ン ジ ン

（R-25,２４５CC）を搭

載したイセッタ 250 を

発売、同年 12 月には

イセッタ 300 として

298cc エンジンを搭

載する。さらに 1957

年 に は 大 型 化 を 実

現、582ｃｃエンジンを

搭載した 600 モデル

を発売する。 

 

BMW イセッタ レッド スノーマウンテン  ドイツ  

 

１９５５年、BMW の 2 輪車用エンジン（R-25,２４５CC）を

搭載したイセッタ 250 を発売、同年 12 月にはイセッタ

300 として 298cc エンジンを搭載する。この当時、BMW は

マイクロカーと高級セダンに２分化するが、メルセデスに対

抗できず、一時期経営不振に陥った。 

9-1１６８３ BMW ５０７ ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢 

9-８５８２ BMW ５０２  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-4181 BMW Isetta Blue  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-19246 BMW Isetta Mountain  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

BMW イセッタ   ドイツ 

 

１９５２年、イタリア「ＩＳＯ社」は 2 台のスクーターを合体さ

せたイメージを持つ小型車を発売。ヨーロッパ各国でライセ

ンス生産を行い、ドイツではＢＭＷが１６万台生産をした。 

 

New ポルシェ  カレラ カレンダー   ドイツ   

  

ポルシェ社はフォルクスワーゲンの設計者、フェルディナン

ド・ポルシェにより１９３１年より創業する、車両設計、開発

メーカーである。４８年、フェルディナントの息子、フェリー・

ポルシェの設計による開発コード「３５６」を発表、戦後の小

型スポーツカーの標準を作ったといわれる。64 年より 911

が後継者として登場する。 

 

ポルシェ TYP ３５６   ドイツ 

 

ポルシェ社はフォルクスワーゲンの設計者、フェルディナン

ド・ポルシェにより１９３１年より創業する、車両設計、開発

メーカーである。４８年、フェルディナントの息子、フェリー・

ポルシェの設計による開発コード「３５６」を発表、戦後の小

型スポーツカーの標準を作ったといわれる。 

 

ポルシェ３５６B   ドイツ 

 

ポルシェ社はフォルクスワーゲンの設計者、フェルディナン

ド・ポルシェにより１９３１年より創業する、車両設計、開発

メーカーである。４８年、フェルディナントの息子、フェリー・

ポルシェの設計による開発コード「３５６」を発表、戦後の小

型スポーツカーの標準を作ったといわれる。 

 

9-Ｔ３０  Ｉｓｅｔｔａ   ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

9-Ｂ５７７   ９１１Ｋａｌｅｎｄａｒ  ￥３，７８０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

9-Ｐ４１４６  Type 356    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-Ｐ４１９３  Porshe 356B   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ポルシェ３５６Ｂ  

万年カレンダー 

ドィツ 

 

３５６はポルシェの名

が使われた最初のモ

デル。 生産は、３５６

（４９～５５年）、１万 

４６６台、３５６Ａ（５５

－５９年）、２万６８５

台、 ３５６Ｂ（５９－

６５年）、３万９３９２

台である。 

 

 

ポルシェ３５６ スピードスター  ドイツ 

３５６はポルシェの名が使われた最初のモデル。 生産は、

３５６（４９～５５年）、１万 ４６６台、３５６Ａ（５５－５９

年）、２万６８５台、 ３５６Ｂ（５９－６５年）、３万９３９２台

である。 

 

 

ポルシェ９１１２．３LST/SR  ドイツ 

    New 

ポルシェ社はフォルクスワーゲンの設計者、フェルディナン

ド・ポルシェにより１９３１年より創業する、車両設計、開発

メーカーである。 911 は 356 の後継機種として６4 年より

発売された。 

 

ポルシェ９１１ 

（ミシェラン ロゴ入り）  

スポーツエディション   

ドイツ 

New 

 

２．３LST/SR のスポーツ

エディション 

 

ポルシェ社はフォルクスワ

ーゲンの設計者、フェルデ

ィナンド・ポルシェにより１９

３１年より創業する、車両

設計、開発メーカーであ

る。911 は 356 の後継機

種として 64 年より発売さ

れた。 

 

9-Ｐ４２００ Ｐｏrsche３５６Ｂ Ｋａｌｅｎｄｅｒ 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢 

9-Ｔ８５  Porsche Speedster ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm  エンボス仕上げ  

９－Ｂ５８８ Ｐｏrsche９１１ ２．３LST/SR 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢 

９－Ｂ５８７ Ｐｏrsche９１１ ２．３LST/SR 

￥３，７８０ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネルニス光沢 

 

ゴリアテ１１００ 

ドイツ 

 

ゴリアテ・ボルグワルド

社は１９２８年、カー

ル・ボルグワルドにより

設立され、当初は３輪

車の製造を行った。「１

１００」は同社最後のモ

デル。」水冷４気筒車。

同社は５９年倒産する

が、モデルは、ハンザ

ブランドとして販売が

継続された。 

 

トラバント ６０１ 

旧東ドイツ 

 

ミニカー コレクターに大人気の幻の東ドイツ車。最高速度

は９５～１０５ｋｍ。燃料タンクはダッシュボード前方に位

置、燃料ポンプ、燃料計はない。車重は６００ｋｇ、定員は

４名。トラバントのデラックス バージョン。 

 

トラバント 白と黒 

旧東ドイツ 

 

ミニカー コレクターに大人気の幻の東ドイツ車。最高速度

は９５～１０５ｋｍ。燃料タンクはダッシュボード前方に位

置、燃料ポンプ、燃料計はない。車重は６００ｋｇ、定員は

４名。 

 

 

ロイド  ドイツ 

 

１９０８年、ロイズ海運会社子会社として設立。５０年には

２５０ＣＣエンジン、ロイド２５０を発売、一時フォルクスワー

ゲン、オペルに次ぐ第三位の生産数を誇ったが、６１年消

滅した。 

9-Ｂ１３４  Goliath 1100   ￥３，７８０ 

  ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-B282   Trabant  601   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

9-B284 Trabant schwarz & Weiss ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ３Ｄ立体パネル ニス 

9-Ａ９５５  Lloyd     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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