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P14

Isabelle Farrugia

<アクセサリー>

Bag is the best medicine.
Isabelle Farrugia. Genuine python handbags and small leather goods.
バッグは最⾼高の薬
Isabelle Farrugia。純正パイソンのハンドバッグおよびレザー⼩小物

P15

<オーディオ>

- Bike

Libratone

- Car

Choose how much of the world you let in or out with CityMix – adjustable noise
cancellation.
Campaign for Libratone brand headphones.
上：⾃自転⾞車車

下：⾞車車

どれだけ外界を取り込むか、CityMixで決めよう – 調節可能なノイズキャンセリング機
能
Libratoneヘッドホンのキャンペーン広告

P16

<自動車>

Land Rover

Born in the wild. Adapted to the city.
Land Rover. Above & Beyond
荒野に⽣生まれ、都市に順応している
Land Rover。さらにその上、その先へ
P17

<自動車>

Where there’s a Jeep there’s a road.
Jeepがあるところに道路路あり

Jeep

P20

<自動車>

Opel

That thing that you have – we put in our cars.
Opel safety distance control.
Adapts to the safety gap between you and other vehicles.
その幅、⾞車車に取り⼊入れました
Opel⾞車車間距離制御システム
⾃自分の⾞車車とほかの⾞車車の間に安全な間隔を設けます

P21

<自動車>

Audi

Left: Pre Sense. Right: Fatigue Sense.
Pay-off: You’re always safe in an Audi.
(Closer inspection shows the tree to be sprouting not leaves but dollar bills.)
左：事前に察知

右：疲労のため察知に失敗

キャッチコピー：Audiに乗っていれば、あなたはいつでも安全です
（下のポスターは、よく⾒見見ると倒れている⽊木の葉がドル紙幣でできている）

P24 上

<自動車>

Suzuki

Suzuki first drop rain detector.
Nothing is more thirsty for water.
Suzuki初の⾬雨探知機
彼らほど⾬雨を欲している者はいない

P24 下

<自動車>

Subaru

Don’t get close to the light.
Subaru XV with anti-collision back lights.
明かりに近づいてはだめ

衝突防⽌止バックランプ搭載のSubaru XV

P25

<自動車>

- Curve, child

Audi
- Hill, hail

See danger before it happens.
Audi Cornering Lights.
上：カーブ、⼦子ども

下：丘、あられ

危険が発⽣生する前に察知しよう
Audiコーナーセンサー

P28 上

<自動車>

smart

New smart forfour. So smart you forget it’s a four seater.
新型4⼈人乗りsmart。4⼈人乗りだということを忘れるほどにスマート

P28 下

<自動車>

Suzuki

Share the sun with the backseat.
Suzuki Jimny with panoramic sunroof.
後部座席で太陽を浴びよう
パノラマ式サンルーフ搭載のsuzuki Jimny

P29

<自動車>

Jeep

Nature is unpredictable
Jeep Cherokee. With forward collision warning as standard.
⾃自然は予測不不可能だ
Jeep Cherokee。標準機能として前⾯面衝突警報を搭載

P31

<銀行、保健>

Jordan Insurance Company

An open buckle helmet isn’t a helmet.
Secure before you ride.
Campaign sponsored by a Jordanian insurance company reacting to the fact that
a lot of motorcyclists in Jordan wear their helmet unbuckled.
ひもを締めずにいては、ヘルメットの意味がない
出発前に、きちんと締めよう
ヨルダン国内でバイクに乗る⼈人々の多くがヘルメットのひもを締めていないこと
を受けて発表された、ヨルダンの保険会社がスポンサーを務めるキャンペーン広
告
P32-33

<アルコール飲料>

Farnham

A bit bitter.
Campaign for Farnham brand bitter ale.
ちょっと苦い
Farnhamビターエールのキャンペーン広告

P33 下

<アルコール飲料> Guinness

New Guinness Africa special
Alive inside with natural African extracts
Guinness made of more
新Guinnessアフリカスペシャル
アフリカで⾃自然にとれたエッセンスが中で⽣生きている
Guinneess。「もう⼀一杯」からできている

P34

<アルコール飲料>

Left: Hedy Lamarr – Actress. –

Guinness
Right: Hedy Lamarr – Inventor.

Campaign for Guinness celebrating people who were “made of more.” The agency used
the ‘nn’ and ‘ss’ in the brand name to illustrate the stories of people who could master
two disciplines.
左：ヘディ・ラマー、⼥女女優
右：ヘディ・ラマー、発明家（下から：「⼥女女優がコントロール装置を発明」→シーク

レット・コミュニケーション・システム→ワイヤレス→ブルートゥース→GPS）
「もう⼀一杯」にかけて複数のことをこなしてきた⼈人々を讃えたGuinnessのキャンペーン
広告。ブランドのアルファベットである「nn」と「ss」を使い、2つの分野を制覇した
⼈人物の物語をイラストで描いている

P35

<ノンアルコール飲料> McCafé

We only use the finest Arabica beans in our freshly ground coffee, sourced from Central
and South American Rainforest Alliance Certified Farms.
中央および南アメリカの熱帯⾬雨林林同盟によって資格を与えられた農家が作った、最⾼高級
のアラビカ⾖豆だけを⽤用いて、挽きたてのコーヒーを煎れています

P37

<⼦ども>

Huggies

Escape from the city without anything else escaping. Up to 12 hours of absorption.
Campaign for Huggies brand diapers.
何も逃さないまま、都市から逃れよう。最⻑⾧長12時間持続する吸収⼒力力
Huggiesオムツのキャンペーン広告

P38-39

<企業ID> Boeing

Posters from the Boeing Flypaper Project, celebrating the company’s centenary of
aircraft-making. Paper planes built by Boeing engineers were turned into posters which,
in turn, could themselves be folded and converted back into paper planes.
100周年年を迎えたBoeingの航空機製造業を祝した、紙⾶飛⾏行行機プロジェクトのポスター。
同社のエンジニアらが折った紙⾶飛⾏行行機をポスターにしたもので、これを折れば実際に紙
⾶飛⾏行行機が出来上がるというもの

P40

<化粧品>

Sanex

- A hug immediately slows down the heart rate, reducing teen anxiety. Touch keeps you
alive.
- Physical contact helps people recover from illness. Go touch someone you love.
Strapline: Sanex. Keeps skin healthy.
- 抱擁によって⼼心拍はすぐに遅くなり、ティーンエイジャーの不不安を軽減することがで
きます。触れることは、⽣生かすこと
- スキンシップは、⼈人が病気から回復復することを助けます。愛する⼈人に触れましょう

キャッチコピー：Sanex。肌を健康に保ちます

P41

<化粧品>

Warlord

Take care of the beard and the beard takes care of you.
Campaign for Warlord brand beard oil.
髭の世話をすれば、髭が世話をしてくれる
Warlord髭⽤用オイルのキャンペーン広告

P42

Havaianas

<ファッション>

- Spread color on grey days
- Flexible and stylish espadrilles
- the fashionable rainboots. Made of rubber
- The uber comfortable expadrilles
- 暗い⽇日に彩りを
- 柔軟性があってスタイリッシュなエスパドリーユ
- お洒落なレインブーツ。ゴム製
- 最⾼高にらくちんなエスパドリーユ

P43

<ファッション>

Sackwear

- Doing nothing means different things to different people.
- You don’t have to live in a zip code.
Campaign for Sackwear brand shirts, which take their cue from the cruiser lifestyle.
- 何もしないという⾔言葉の解釈は、⼈人によって違う
- 郵便便番号のない場所に暮らしたっていい
ゆったり営むライフスタイルにヒントを得た、Sackwearシャツのキャンペーン広告

P44

Belstaff

<ファッション>

- When the severity of the conditions are in question, prepare for the worst and dress
accordingly.
- Those strong women & men who dare to venture into the unchartered do so with stylish
preservation.
- 状況の厳しさがどれほどなのかわからない場合には、最悪の事態に備え、それに応じ
た服装をしておくこと
- 規制のない地に果敢にも踏み込んでいく強い男⼥女女は、スタイリッシュに準備をして挑
むはずだ

P45

Scotch & Soda

<ファッション>

From Amsterdam. From Everywhere.
アムステルダム発。世界発

P46-47

<ファッション>

M. Moustache

M. Moustache（moustacheはヒゲの意）靴店の広告

P48

<食品>

Satay Brothers

Ad for Satay Brothers, a restaurant in Montreal serving Southeast Asian food.
東南アジアの料料理理を出す、モントリオールのレストランSatay Brothersの広告
P49

<食品>

Cromaris

Well-raised fish. From the purest part of Adriatic.
Campaign for Cromaris, a company that specializes in the farming, processing and
marketing of indigenous species of Adriatic fish.
アドリア海海で最も純粋な海海域で、よく育てられた⿂魚。
アドリア海海に⽣生息する⿂魚の養殖、加⼯工、売り込みを専⾨門とする企業Cromarisのキャン
ペーン広告

P50 上
- I do...

Wrigley’s

<食品>

– Do, Re, Mi...

So sweet you can’t help but chew
Wrigley’s Juicy Fruit. A Sweet Piece of Fun.
左：誓います

右：ド、レ、ミ

⽢甘すぎるから、思わず噛んじゃう
Wringley’s Juicy Fruit。ちょっとした楽しい⽢甘味

P50 下

<食品>

Atomic Candy

Campaign for Atomic Candy, a quirky candy store in Denton, Texas.
テキサス州デントンにある奇抜なお菓⼦子屋Atomic Candyのキャンペーン広告

P51

<食品>

Hiltl

Ultimately, there is a vegetarian inside every one of us.
Campaign for the Hiltl vegetarian restaurant in Zurich.
結局、私たちはみんなベジタリアンなのだ
チューリッヒにあるHiltlベジタリアン・レストランのキャンペーン広告

P52 上

<食品>

Gourmet Burger

Vote Rump. Our thickest burger ever
- It’s a total no-brainer
- It’s really rich and incredibly cheesy
Campaign for a chain of burger restaurants in the UK.
ヴォート・ランプ（ドナルド・トランプをもじった名称で、直訳は「ケツに投票し
ろ」）。最⾼高の厚さを誇るハンバーガー

- 頭を使う必要なし（＝あほ）
- マジでこってりしていて、チーズたっぷり（＝本当に⾦金金持ちで、⾮非常に偽善的）
英国のハンバーガーチェーン店のキャンペーン広告
P52-53

Chez Restaurant

<食品>

Good till that last, last, last lick.
Ready-to-eat frozen meals from CHEZ Restaurant.
最後の最後の最後の⼀一舐めまで美味しい
CHEZレストランがお届けする冷凍料料理理

P54

<食品>

McDonald’s

- Traditional Czech cuisine gurmania 1,4km

- Welcome to the land of goulash

- Traditional Czech cuisine nostalgie 280m
When you’ve had enough, you know where to find us.
Campaign for McDonald’s.
- チェコの伝統料料理理店Gurmaniaまで1,4km - グヤーシュの国へようこそ
- チェコの伝統料料理理店Nostalgieまで280m
もうじゅうぶんだと思ったら、私たちの店の在処はご存知ですね
McDonald’sのキャンペーン広告

P55

<ハウス＆ガーデン>

Caba

Long-lasting mosquito protection.
⾍虫除け効果、⻑⾧長く続きます

P56

<ハウス＆ガーデン>

Big Green Egg

Every part counts
Every great chef knows that every part counts.
Campaign for Big Green Egg, a ceramic kamado-style charcoal grill.

どの部位だって⼤大事
⼀一流シェフは、どの部位も⼤大事だとわかっているもの
セラミックの「かまど式」炭⽕火パワーグリルBig Green Eggのキャンペーン広告

P57

<ハウス＆ガーデン>

Sunlight

Goodbye grease and residue.
Campaign for Sunlight brand dishwashing detergent.
油脂もこびりついたかすもさようなら
Sunlight⻝⾷食器器⽤用洗剤のキャンペーン広告

P58

<ハウス＆ガーデン>

General Electric

Don’t let your flavour become your fragrance.
Campaign for General Electric oven hoods.
⻝⾷食べたものの味がそのままあなたの⾹香⽔水になってしまわないように
General Electricレンジフードのキャンペーン広告

P59

<ハウス＆ガーデン>

Faber Castell

PVC-Free

Natural Erasing.

ポリ塩化ビニールを使っていません
P60

<ハウス＆ガーデン>

⾃自然な消し具合
Breeze

Wherever wine hides, we’ll find it.
Campaign for Breeze brand detergent.
（ウールという字の中に「ワイン」が隠れている）
どこにワインが隠れていようが、必ず⾒見見つけ出す
Breeze洗剤のキャンペーン広告

P61

<ハウス＆ガーデン>

3M

Soft earplugs. Block noises completely
柔らかな⽿耳栓。騒⾳音を完全にブロックします

P62

<その他>

Loto

- Never be less tanned than Geiorgio Armani.
- Being the president of my paradisiac island with models as ministers.
- Wearing an outrageously expensive watch and never looking at it.
Find your combination.
Campaign for a lottery.
- ⽇日焼けするならジョルジオ・アルマーニレベルは絶対だ
- モデルたちを⼤大⾂臣に従えて、⾃自分だけの天国の島で⼤大統領になる
- 驚くほど⾼高価な腕時計をつけているが、⼀一度もそれを⾒見見ない
あなたに適切な組み合わせを⾒見見つけましょう
宝くじのキャンペーン広告

P63

<その他>

Irish Thoroughbred Marketing

Where thoroughbreds become legends.
Marketing.

Irish Thoroughbred

サラブレッドが伝説になる場所
「サラブレッド」というアイルランドのマーケティング企業の広告
P64

<オフィス用品>

Lexmark

The less you see a printer as a printer, the more it will become sustainable for the planet.
Campaign for Lexmark brand ecofriendly printers.
⼈人々がプリンターをプリンターとして⾒見見なくなればなるほど、地球にとってより持続可
能なものになるはずだ
環境にやさしいLexmarkプリンターのキャンペーン広告

P65

<医薬品＆OTC>

Dr. Scholl’s

Save your feet.
products.

Campaign for Dr. Scholl’s foot care

⾜足を保護しよう
広告

Dr. Scholl’sのフットケア製品キャンペーン

P66-67

<医薬品＆OTC>

Mune

ムネ製薬の広告

P67 下

<医薬品＆OTC>

Dabur

- 27 Decibels

- 55 Decibels

Anti-flatulent

- 27デシベル

- 55デシベル

整腸剤

P68- 69

<公共イベント>

Geneva Museum of Natural History

- Théo, 5 1/2 years old. - Arthur, 6 years old. - Edon, 5 years old. - Mohamed, 5
years old. - Tibo, 5 years old. - Théo, 5 1/2 years old. - Mohamed, 6 years old. Léon, 4 years old.
Poster campaign for a special exhibition on dinosaurs at the museum of natural history
in Geneva to mark its 50th anniversary. For this, a class of 5 to 6-year-olds were asked
to draw their favorite dinosaur at the museum.
- テオ 5歳半 – アーサー 6歳 – イードン 5歳 – モハメッド 5歳
- ティボ 5歳 – テオ5歳半 – モハメッド 6歳

– レオン4歳

ジュネーヴにある⾃自然史博物館の50周年年を祝して開催する、恐竜特別展のポスターキャ
ンペーン。5、6歳の⼦子どもたちに、博物館の中でお気に⼊入りの恐竜を描いてもらったも
の
P70

<公共イベント>

MIN

The great artists are at the MIN.
Campaign for a special exhibition on the lives of great artists such as Salvador Dali or
Pablo Picasso, to be seen at the Museum for National Identity MIN in Honduras.

偉⼤大な芸術家たちが、MINにいる
ホンジュラスにあるMuseum for National Identity MINで開催している、サルバドール・
ダリやパブロ・ピカソといった偉⼤大な芸術家たちの⽣生涯に関する特別展のキャンペーン
広告

P72-73

<出版、メディア> YouTube Red

Campaign for Fight of the Living Dead, one of the shows streamed by YouTube Red, the
new subscription service from YouTube offering original programming.
YouTubeが⾃自社のオリジナル番組を提供する新しい視聴サービスYouTube Redで放映さ
れる、Fight of the Living Deadのキャンペーン広告

P74

<出版、メディア>

SiriusXM

- Help a comedian not become a float operator
- Help a comedian not become a midwife
- Help a comedian not become a dentist
Vote to help them become top comic
Cover page
Campaign promoting Top Comic, an annual comedy competition hosted by SiriusXM
satellite radio.
- コメディアンに⼿手を貸しても、バルーン技師にはなれません
- コメディアンに⼿手を貸しても、助産師にはなれません
- コメディアンに⼿手を貸しても、⻭歯科医にはなれません（表紙の作品）
コメディアンが頂点に⽴立てるように投票を
SiriusXMサテライトラジオがスポンサーを務める、毎年年開催されるコメディ・コンテス
トTop Comicを宣伝したキャンペーン広告

P75

<出版、メディア>

n-tv

- Pope Francis visits the White House, Washington 2015.
- Cuba and U.S. shake hands, New York 2015.

Know the background. Know the story.
Campaign for n-tv, a German news channel known for its current affairs reporting
in-depth background documentaries.

and

- ローマ教皇、ホワイトハウスを訪れる。2015年年ワシントンにて
- キューバとアメリカ、握⼿手を交わす。2015年年ニューヨークにて
背景を知り、真実を知ろう
現在の政治情勢のリポートや、その背景に深く迫ったドキュメンタリーで知られてい
る、ドイツのニュースチャンネルn-tvのキャンペーン広告

P76-77

<出版、メディア>

ZMG

Violating press freedom damages your image.
Campaign for the German newspaper marketing association ZMG.
報道の⾃自由を侵害するとは、あなたのイメージを損なうことに繋がるのだ
ドイツの新聞市場協会ZMGによるキャンペーン広告

P78 上

<出版、メディア>

The Sunday Times

- The king & discs – The chariot – The sun – The moon
The Sunday Times Rich List. Fortunes told
Campaign for the Sunday Times Rich List.
（左から）王とディスク – チャリオット – 太陽 – ⽉月
Sunday Times⻑⾧長者番付。運勢（fortuneは富の意味もある）が明かされる
Sunday Times紙の⻑⾧長者番付キャンペーン広告

P78 下

<出版、メディア>

i

Victoria – Balls- on-strictly – Corbyn – Paralympics – May – Syria – Merkel – Trump –
Brighton

Get in the know, in no time. Quality read for 50p.
Ad for UK newspaper i, which targets commuters with only a limited amount of time,
mapping out a typical commute route, the Brighton to London line.
ヴィクトリア駅 - 「ストリクトリー・カム・ダンシング」にボールズが登場 - コービン – パ
ラリンピック – メイ – シリア – メルケル – トランプ – ブライトン駅

瞬く間に情勢が把握できる。50ペニーで有意義な情報収集を
活⽤用できる時間が限られている通勤勤客をターゲットにした英国の新聞iの広告。
イトン – ロンドン線という典型的な路路線を地図に起こしている

P79

<出版、メディア>

ブラ

Soffa

Mindtravellers by Soffa
Let’s travel from neverwhere to everywhere.
Campaign for the Czech design magazine Soffa, promoting a platform where creatives
can share their work and thus gain exposure and access to clients.
Soffaがおくる⼼心の旅路路
どこでもない場所からどこへでも出かけよう
チェコのデザイン雑誌Soffaによるキャンペーン広告。クリエイティヴらが作品を共有
することでクライアントと繋がることができるプラットホームを宣伝したもの

P80 - 81

<出版、メディア> Kiss FM

Poster campaign supporting an initiative by Brazil radio station Kiss FM designed to get
Paul McCartney’s lesser-known 1986 song “Angry” to the top of the charts in Brazil.
ブラジルのラジオ局Kiss FMによる呼びかけを⽀支援するポスターキャンペーン。1986年年
にポール・マッカートニーが作った、あまり世に知られていない「Angry」という曲を
ブラジルのチャートで1位に導こうというもの

P82

<小売>

Be seen.

Cartel

Campaign for shoes and accessories available at department store The Cartel in Dubai.
⾒見見られましょう
ドバイのデパートThe Cartelで販売されている靴やアクセサリーのキャンペーン広告

P83

<小売>

Vepsäläinen Oy

Campaign for upscale furniture retailer Vepsäläinen Oy celebrating the company’s 60th
anniversary with a series of posters depicting their most-loved designer chairs from the
past decades.
⾼高級家具の⼩小売店Vepsäläinen Oyが60周年年を記念して制作したキャンペーン広告。これ
まで発売してきたデザイナーチェアの中でも、最も愛されたものをポスターに描いてい
る

P84

<サービス>

Yorck Kinogruppe

- The – … – of the – Lambs.
- … – to – the – Future.
Your shortcut to the movies: Online tickets at yorck.de.
Campaign for a new online ticketing system available from a German cinema operator.
- 「⽺たちの...」
- 「...トゥ・ザ・フューチャー」
- 「2001年...の旅」
- 「...時から...時まで」
観たい映画への近道は：yorck.de.でチケットを購⼊しましょう
ドイツの映画館で採⽤される新しいオンライン発券システムのキャンペーン広告
P85

<サービス>

Imuniserv

When you see it, it’s dead.
company.
⽬に⾒える頃には、もう死んでいる
P86

<サービス>

Campaign for a pest control
害⾍駆除会社のキャンペーン広告

Lupa

- “Sunrise” pen and marker over A4 paper by Beery Noble, age 3.
- “Portrait in pink” colored sketch over a notebook by Alma Rosenbaum, age4.
Campaign for photo book mobile app Lupa, which invites parents to turn their children’s
drawings – just like photos – into a printed book. (The ads ran as a three page-campaign:
the child’s drawing was shown on a spread – as seen above –, with an image of the actual
product on the following page.)

- 「⽇の出」ペンとマーカー、A4⽤紙、ビーリー・ノーブル、3歳
- 「桃⾊のポートレート」⾊鉛筆のスケッチ、ノート、アルマ・ローゼンバウ
ム、4歳
⼦どもの描いた絵を写真のように⼀冊の本にまとめることを親に勧めた、携帯ア
ルバムアプリLupaのキャンペーン広告（広告は3ページに渡っている。ここに掲
載したような⼦どもの絵を⾒開きで掲載し、次のページには出来上がった本が掲
載されている）
P87

<サービス>

Renna

Billion things to talk about.– Talk more … Pay less.
Campaign for Omani mobile carrier Renna Mobile targeting workers from India, Pakistan
and Bangladesh who are currently employed in Oman and looking for a low-cost way of
talking to their relatives back home.
話すことは⼭ほどあるから。安い値段で、たくさん話そう
オマーンの携帯電話会社Renna Mobileによるキャンペーン広告。オマーンで働
き、故郷の⼈たちと安く通話する⽅法を求めているインド、パキスタン、バング
ラディシュ出⾝の⼈々を対象にしている
P88-89

<サービス>

Adobe

- Smiling woman drawing red graph.
- International business team working around laptop.
- Mature business man with boxing gloves fighting co-worker.
- Laughing woman eating healthy vegetable salad.
- Happy senior couple piggybacking at the beach.
- Firm handshake between business associates.
Campaign for the Adobe Stock royalty-free image service, for which the company turned
typical stock photos into a limited edition clothing line.
- ⾚いグラフを描いている笑顔の⼥性
- ノートパソコンを前にともに働いている国際ビジネスチーム
- ボクシングのグローブをつけて同僚と戦っている熟年のビジネスマン
- ヘルシーなサラダを⾷べて笑っている⼥性
- ビーチでおんぶをしている幸せな熟年夫婦
- かたい握⼿を交わす取引仲間
Adobe Stokeの著作権使⽤料のかからない画像サービスを宣伝したキャンペーン
広告。典型的な資料画像を使って限定⽣産の洋服を作ったもの
P91

<社会＆環境>

Autismus Forum Schweiz

- The amazing dresser handle. Hours of fun. Gurranteed!
- The unbelievable buckle. Super glimmer! Super shimmer!
Everyday objects can fascinate children with autism for hours.

Children with autism easily lose themselves in details. That’s why they often feel helpless
getting the bigger picture. Find help and information on autismforumschweiz.ch.
Campaign sponsored by a Swiss association that supports autists and their relatives.
- すばらしい鏡台の取っ⼿。何時間でも楽しめることを保証します！
- 信じられないほどのバックル。超キラキラ！すごい輝き！
⾃閉症の⼦どもは、普段の⽣活に⾒られるものに何時間でも魅了されることがあ
ります
⾃閉症の⼦どもは、細かいことにすぐ没頭します。だから、全体像を⾒渡すとい
うことに対してはなすすべがなくなってしまうのです。autismforumschweiz.chで
助けや情報を得てください
⾃閉症患者とその親族をサポートする、スイスの機関が後援を務めるキャンペー
ン広告

P92

<社会＆環境>

Surfrider

Throwing kills.
Each filter on the ground pollutes 500L of seawater.
Campaign sponsored by the Surfrider Foundation, a non-profit environmental
organization committed to protecting the oceans and coastlines.
ポイ捨てが、死を招く
1本が500Lの海⽔を汚染する
海および海岸地帯の保護に従事する⾮営利の環境団体Surfrider Foundationが後援
を務めるキャンペーン広告
P93

<社会＆環境>

Europaverlag

My battle against right wing-extremism.
Campaign promoting a book that – referencing Hitler’s inflammatory text, which was this
year republished in Germany for the first time since 1945 – tells of various people who
fell victim to racism, such as concentration camp survivors or today’s refugees.
Proceeds from sales of the book go to a German charity.
極右主義との対決
1945年年以来、今年年初めてドイツで再発⾏行行されたヒトラーの扇動⽂文句句を引き合いに出しつ
つ、強制収容所で⽣生き残った⼈人々や今⽇日の難⺠民といった、⼈人種差別主義の被害を受けた
さまざまな⼈人に関する本を宣伝したキャンペーン広告。本の売り上げはドイツの慈善団
体に寄付される

P94

<社会＆環境>

MPT

Child labor. If you don’t speak up, it doesn’t stop.
⼦子どもの就労
あなたが声をあげなければ、終わることはない

P95 上

<社会＆環境>

Red Cross

Help us restore the norm. Donate today.

Ad for the Red Cross.

普通の⽣生活を戻すことに⼒力力を貸してください。是⾮非寄付をお願いします
⾚赤⼗十字の広告
P95 下 <社会＆環境>

Hellenic Police

You never know who is hiding behind an innocent profile. Protect your kid from the
Internet’s dangers.
Awareness campaign sponsored by the Hellenic Police.
純粋そうな顔写真の裏に何が隠されているかはわからない。⼦子どもをネットの危険性か
ら守ろう
Hellanic Policeが後援を務める啓蒙キャンペーン広告

P96

<社会＆環境>

- Frederick Jones

Donate Life
- Elizabeth Williams

One organ donor saves many lives.
Campaign for Donate Life, a non-profit organization committed to increasing the number
of registered organ donors in the United States.
- フレデリック・ジョーンズ

- エリザベス・ウィリアムス

ひとりの臓器器提供者のおかげで、いくつもの命が救われる
アメリカにおける臓器器提供者の登録数を増やすことに従事する⾮非営利利団体Donate Lifeの
キャンペーン広告

P97

<社会＆環境>

Tier im Recht

Some animals are treated like garbage
Help us to help them. Donate to tierimrecht.org.
Strapline: Rights for animals.
まるでゴミのような扱いを受けている動物がいる
彼らを助けるために⼿を貸してください。tierimrecht.orgから寄付を
キャッチコピー：動物のための権利

P98-99

<スポーツ>

Swim Today

- All swimmers are created equal
- Swim united
- With liberty and flip turns for all
- In teammates we trust
Campaign for SwimToday, a marketing collaboration within the swimming industry
created to promote and grow participation in the sport of swimming.
- スイマーは皆平等だ
- 泳いでひとつになる
- ⾃自由と回転ターンはみんなに備わっている
- 我々はチームメートを信じる
スポーツとしての⽔水泳を宣伝し期待感を煽ろうと⽔水泳業界がコラボレーションした、
SwimTodayのキャンペーン広告

P100

<旅⾏行行＆レジャー>

Yeti

Fatherhood advice from a woodchuck
“After your kids are born, take a six-month nap.”
Most wild dads aren’t as great as yours.
Campaign for Yeti brand coolers run to coincide with Father’s Day.
ウッドチャックがおくる、⽗親としての⼼構えのアドバイス
「⼦どもが⽣まれたら、半年間冬眠しな」

ほとんどのワイルドな⽗親は、君の⽗親ほどイカしてはいない
⽗の⽇に合わせた、Yetiクーラーボックスのキャンペーン広告

P101

<旅⾏行行＆レジャー>

Spejder Sport

- Broadleaf plantain
- Dandelion
- Stinging nettle
- Birch
Campaign for the Danish outdoor specialist Spejder Sport. Botanical plant signs were
placed next to weeds and wild plants growing on sidewalks, explaining what the different
plants could be used for and thus highlighting the retailer’s expertise in outdoor-related
fields.
- セイヨウオオバコ
- タンポポ
- イラクサ
- カバの⽊
デンマークのアウトドア⽤品専⾨店Spejder Sportのキャンペーン広告。道路脇に
⽣えている雑草や野草のとなりにそれぞれの利⽤⽅法を説明した標識を設置し、
同社のアウトドアに対する専⾨性にスポットを当てている
P102

<旅⾏行行＆レジャー>

Thomas Cook Airlines

Fly yourself sunny this winter Barbados return £399.99
#HelloSunshine
この冬、暖かなバルバドスへ往復£399.99で⾏きませんか
#太陽よこんにちは
P103

<旅⾏＆レジャー>

The New England Aquarium

- Being ignored by something with a two second attention span is more painful than
expected
- what does it say about me that I’m intellectually stimulated by something without a
brain?
- In that moment, I faced the harsh reality that my spirit animal was not an eagle
Campaign for the New England Aquarium in Boston.
- 2秒と注意が持続しない者から無視されるってのは、思っているよりもかなり⾟辛い

- 脳がないのに知的な刺刺激を受けることについて、なんて書いてある？
- その瞬間、僕は⾃自分を象徴する動物がワシではないという悲しい現実を突きつけられ
た
ボストンにあるNew England⽔水族館のキャンペーン広告
P104

<旅⾏＆レジャー>

Holiday Inn Express

- Minibreak in Belfast or fishing trip to a secluded loch, we know what matters
- Free jazz festival in Frinton or Will & Fiona’s do in Rye, we know what matters
- Powertool show in Penge or babyshower in Bexley, we know what matters
Campaign for the Holiday Inn Express hotel chain.
- ベルファストでの⼩旅⾏か、⼈⾥離れた湖での釣りか。あなたにとって⼤事な
こと、わかってますよ（青字：朝⾷つき）
- フリントンでの無料ジャズフェスティバルか、ライでのウィルとフィオナの
パーティーか。あなたにとって⼤事なこと、わかってますよ（青字：無料WiFi）
- ペンジでの電動⼯具ショーか、ベクスレーでのベビーシャワーか。あなたに
とって⼤事なこと、わかってますよ（青字：⽔圧の強いシャワー）
Holiday Inn Expressホテルチェーンのキャンペーン広告
P105

<旅⾏＆レジャー>

San Diego Zoo

Nighttime zoo. San Diego Zoo
夜間動物園。サンディエゴ動物園

P108 上

<学生コンテスト>

Speck

Soft landings.
Ad for Speck brand phone cases.
着陸柔らか
Speck携帯電話ケースの広告

P108 左下

<学生コンテスト>

Twitter

An accidental racist is still a racist. #thinkbeforeyoutweet
たとえ⼈人種差別的な物⾔言いが故意ではなかったとしても、⼈人種差別に変わりはない
#ツイートする前に考えて

P108 右下

<学生コンテスト>

Raffine Group

Be reborn.
Full body massage in 30 minutes.
⽣生まれ変わろう
30分で全身をマッサージ

P109 上 <学生コンテスト> Wusthof
The Wusthof Ikon 6° Flexible Fillet Knife has a thin flexible blade used for deboning and
filleting fish. The blade manoeuvres smoothly along the backbone of the fish, turning
your food prep into a work of art.
Wusthof Ikon 6° Flexible フィレナイフは、⿂魚の⻣骨をとって三枚におろすために活⽤用でき
るしなやかな細い刃です。⿂魚の背⻣骨に沿ってスムーズに動く刃のおかげで、あなたの料料
理理が芸術作品になりますよ

P109 左下

<学生コンテスト>

Six Flags

Feel the thrill.
Ad for Six Flags theme parks.
(Raging Bull is the name of one of the park’s rollercoasters).
スリルを味わおう
Six Flaxテーマパークの広告（ポスター内のRaging Bullとはパーク内のジェットコース
ターの名称）

P109 右下

<学生コンテスト>

UNHCR

“Family crossed desert with newborn, avoided mass killings by government.”
#LetThemIn
「⼀一家は政府による⼤大量量虐殺を逃れるために、新⽣生児を連れて砂漠を渡った」
#⼊入国を認めよう

The work featured in this spread has been nominated for the Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2017.
This is an annual award whose winner is chosen by our readers.
more at www.luerzersarchive.com
108-109ページで紹介したのは2017年度Lürzer’s Archive国際学生年間賞の

Find out
ノミ

ネー ト作品です。
本賞は毎年開催され、優勝者は読者により選ばれます。
詳細は www.luerzersarchive.comで。

P110-111

<クラシック>

A spread showing you several UK posters that have gone on to become classics of their
genre, as originally featured 25 years ago in our six 1991 issues.
今回は、25年年前の1991年年に刊⾏行行された6冊の中に掲載され、その後各ジャンルにおいて
名作として知られるようになった英国の作品をいくつかご紹介します。

P110 上 <クラシック>

The Economist

“In my job you don’t meet many Economist readers.” George Sharp, Receiver of
Companies
Ad for The Economist magazine
「この仕事をしてると、Economistを読んでるって人にはあまり会いませんね」
ジョージ・シャープ／企業の破産管財人
The Economist誌の広告
P110 下 <クラシック>

Nike

In this sport we can supply everything except the balls. The marathon.
このスポーツにおいては、ボール（ballsには根性という意味もある）以外すべて
⽀給することができます
マラソン

P111 上

<クラシック>

Häagen-Dazs

Throughout the 1960’s and 1970’s the sales of Häagen-Dazs mounted steadily, relying
purely on word of mouth.
Strapline: Häagen-Dazs. Dedicated to Pleasure.
1960年代から70年代にかけて、Häagen-Dazsの売り上げは、⼈々の⼜伝えだけ
を頼りにじわじわと伸びていったのだ
キャッチコピー：Häagen-Dazs。快楽に捧げる
P111 下

<クラシック>

Comfort

Don’t rough it. Live life in comfort.
Ad for Comfort brand fabric conditioner.
手荒に扱ってはだめ。心地よい毎日を送ろう
柔軟剤Comfortの広告

LÜRZER’S ARCHIVE 06/16 : Film & TV Commercials
P116
<オーディオ＆ビデオ>

1

Sony

“More Brilliance. More Beauty”

To promote the quality of the screen on their new 4K HDR TV, Sony has us watch thousands of
big white balloons burst in a brilliantly glittering explosion to the strains of a new version of Cyndi
Lauper’s “True Colors.”

新しい4K HDRテレビのスクリーンの画質を宣伝した作品。かつてシンディ・ローパー
が歌った「トゥルー・カラーズ」のリメイクにのせて、Sonyが無数の⽩白い巨⼤大バルー
ン爆発させ、ラメがそこら中にキラキラと⾶飛び散る様⼦子を描く。
<オーディオ＆ビデオ>
2

Apple “Balloons”

To a decidedly low-key version of “I Will Follow Him,” originally a number one hit for 15-year-old
Peggy March in 1963, we watch a red balloon flying across impressive scenery before joining
a large multicolored gathering in a big city. The somewhat random message behind all the
beautiful imagery: “Expressive messages on your iPhone7– practically magic.”

1963年年にペギー・マーチが15歳のときに放ったヒット「I Will Follow Him」のキーを思
い切り下げたバージョンにのせて、⾚赤い⾵風船が壮⼤大な景観の中を⾶飛んで⾏行行き、そのうち
⼤大都市で⾊色とりどりの無数の⾵風船と集合する。この美しい映像の背後にある、どこか⾏行行
き当たりばったりにも思えるメッセージとは「iPhone7の新機能、メッセージエフェク
ト – それはまさに魔法。」
<オーディオ＆ビデオ>
3

Apple

“Go Time”

The day dawns and we see people dashing off to get stuck into their everyday (sports) routine,
be it yoga, swimming, or cycling. Go from 0 to 100, take a short break for a breather, and then off
you go again. All of this to the strains of Nina Simone’s “Sinnerman,” atmospheric images, and
the Apple Watch, which is busy tracking their sporting achievements.

夜明けを迎え、⼈人々はヨガや⽔水泳、サイクリングといった毎⽇日のルーティンワーク（ス
ポーツ）に急いでとりかかる。0から100を⽬目指し、途中で短い休憩をとり、そしてまた
再開するのだ。ニーナ・シモンの「Sinnerman」にのせて、雰囲気のある映像とともに
映し出されるApple Watchは、⼈人々がその⽇日の課題をやり遂げているかどうかチェック

するために、忙しなく稼働している。

<⾃自動⾞車車>
4

Audi

“The Comeback”

Once feared and admired, T. Rex feels both useless and helpless when trying to cope with
everyday life in the modern world – until, that is, it discovers piloted driving from Audi, a system
that restores all its long-lost freedoms.

かつては恐れられ崇拝されていたティラノサウルスだが、今は現代の世界になかなか馴
染むことができず、役⽴立たずで無⼒力力な気持ちを抱いていた。そんな彼が出会ったのが
Audiの⾃自動運転⾞車車だ。そのシステムのおかげで、⻑⾧長いこと失っていた⾃自由を再び取り戻
したのである。
<⾃自動⾞車車>
5

Audi & Airbnb

“Desolation”

A family staying in a remote location in Death Valley find they are out of coffee, whereupon the
father, who appears to have been living in happy anticipation of this moment, speeds off in his
Audi R8 to the “local” store. This TVC marks the first cooperation between Audi and Airbnb: Drive
the car, book the house.

デスヴァレーにある⼈人⾥里里離れた場所に滞在している⼀一家が、朝のコーヒーを切らしてし
まう。しかし、幸せな期待を抱いてこのひと時を過ごしているらしい⽗父親は、いそいそ
とAudi R8に乗って「近所の」店まで⾞車車をぶっ⾶飛ばす。AudiとAirbnbによる初のコラボ
レーション作品。「⾞車車を運転しよう。家を予約しよう。」
<⾃自動⾞車車>
6

Audi

“Tick Tock”

Audi reflects on the subject of favorites – cities, restaurants, stylists, trainers, friend, etc. – that
we become attached to yet could easily be replaced. The inference, of course, is that almost
everyone and everything in life is replaceable – except, that is, for the Audi that then rolls into the
frame.

Audiがお気に⼊入りの⼈人やものについて思案する。都市、レストラン、スタイリスト、ト
レーナー、友⼈人...どれも愛着を持つようになるが、取り替えるのもまた簡単なものばか
りだ。つまり、⼈人⽣生においては⼈人もものも交換可能だと⾔言えるかもしれない。ただし、
ちょうど視界に⼊入ってきたAudiを除いては。

<⾃自動⾞車車>

7

Audi

“Duel”

An Audi pulls up in front of a hotel and two valets, a woman and a man, immediately begin to fight
over who is to drive the car of their dreams to the parking lot. Worth watching just to see who
wins out in the end ...

⼀一台のAudiがホテルの前にやって来ると、男⼥女女２⼈人の駐⾞車車係は、すぐさまこの夢の⼀一台
をどちらが駐⾞車車場まで運転するかで揉め始める。果たしてどちらが勝つのかを⾒見見届ける
価値はあるだろう...。
<⾃自動⾞車車>
8

Audi

“What Is Music?”

What, asks Audi, is music? Rhythm, melody, song …? Two women are performing vastly
contrasting dance interpretations to the same music in totally different indoor/outdoor settings.
Playing to some very haunting music, the spot is one of the “untaggable” series for the Audi Q2,
linking the car to a variety of human qualities and emotions.

Audiは問いかける。⾳音楽とは何か、と。リズム？メロディー？それとも歌？室内と屋外
というまったく異異なる舞台にいる２⼈人の⼥女女性が、同じ⾳音楽に対して⼤大きく違ったダンス
を披露露する。頭から離れなくなるような⾳音楽にのせた本作は、Audi Q2の「タグづけ不不
可能」シリーズの⼀一本であり、⼈人間のさまざまな性質や感情を⾞車車と結びつけている。
<⾃自動⾞車車>
9

Ford

“Perfect Days”

Charming Danish commercial for the after-sales services that comes as part of the package
when you buy a Ford. We are treated to a series of mishaps all too familiar to motorists, e.g. what
happens at a car wash if you happen to leave a window open, or make out on the hood of the car
when your partner is wearing a studded jacket.

Fordを購⼊入すると⼀一緒についてくるアフターケアサービスをテーマにした、デンマーク
発のチャーミングな作品。窓を開けっ放しにしたまま洗⾞車車をしてしまったり、スタッズ
つきジャケットを着た相⼿手とボンネットの上でイチャついてしまったりというように、
⾞車車を運転する者にありがちな不不運がいろいろと巻き起こる。

P117
<自動車>
10

Honda

“The Power Of Ridgeline”

A spot showing us just what unimagined power can be released when a bunch of Ridgelines
pool their collective energies. Be it a redesign of the garden or a children’s playground, thanks to
Ridgeline everything is safely delivered ready for set-up.

何台ものRidgelineが⼒力力を合わせたら、想像もつかないほどのパワーが⽣生まれることを表
現した作品。庭のデザインを⼀一新するときも、⼦子どもの遊び場を作るときも、Ridgeline
のおかげですべての資材が安全に運ばれて、組み⽴立てる準備が整うのだ。
<自動車>
11

Hyundai “What Makes You Move?”

Beautifully shot, atmospheric “staff recruitment” commercial for Hyundai talking about the ways in
which cars can make our day-to-day lives more special. The qualities enumerated include
“unlimited hydrogen for automotive fuel,” “artificial intelligence for the brain of the car,” or “respect
for nature as its brain.”

画が美しく雰囲気のある、Hyundaiの「⼈人材募集」コマーシャル。「⾃自動⾞車車燃料料として
無限の資源である⽔水素」「⾞車車のブレーンとして活⽤用するAI」「⾃自然の知⼒力力を尊重するこ
と」というように、毎⽇日の⽣生活を⾃自動⾞車車がより特別なものにする⽅方法を語っている。
<⾃自動⾞車車>
12

Opel

“Ride Comfortably By Opel”

What would men not stop at to project themselves as hunkily masculine? Well, one thing would
be to buy a sports car to conceal their own low testosterone levels. Opel drivers are, however, in
no need of such dissimulation. Far more important for them when driving is the comfort – and,
conveniently, there is now a line of – possibly testosterone-enhancing – men’s underwear to
make that ride even more comfortable.

⾃自分を筋⾁肉質でセクシーに⾒見見せるために男が補充するものとは？ひとつには、⾃自分の低
い男性ホルモンを隠すべく、スポーツカーを買い求めたりするだろう。しかし、Opelの
ドライバーにはそんな隠し⽴立ては必要ない。彼らにとって重要なのは、快適さなのだか
ら。それにちょうどいいことに、今時は運転がもっと楽になる – それにきっと男性ホル
モンも強化される – 下着だって世に出ているのだ。

<銀⾏行行、保健>
13

HSBC

“Super Rare”

A sweet and beautifully shot story of a young Brazilian girl, a huge football fan who gets to meet
her favorite player, albeit with plenty of help from her understanding parents, who make use of

HSBC’s mobile banking app.

ブラジル⼈人の幼い少⼥女女を主⼈人公にした、楽しくて映像も美しい⼀一作。サッカーの⼤大ファ
ンである彼⼥女女が、HSBCの携帯銀⾏行行アプリを活⽤用する理理解ある両親の助けをたっぷり借
りて、⼤大好きな選⼿手と対⾯面する。
<アルコール飲料料>
14

Heineken

“When You Drive, Never Drink”

Clips from the career of champion Formula One driver Sir Jackie Stewart, pieced together with
the help of CGI. Whenever he was offered a beer after a successful race, he always gracefully
declined. And that still applies today. “No thanks, I’m still driving,” says Stewart in this “Don’t drink
and drive” message from F1 sponsor Heineken.

F1のチャンピオンドライバーであるサー・ジャッキー・スチュワートの当時の映像を、
CGで繋ぎ合わせた作品。勝利利をおさめた後で、彼はビールを勧められるといつも丁寧
に断っていた。そのふるまいは現代でもあてはまる。F1のスポンサーを務める
Heinekenによる「飲酒運転禁⽌止」のコマーシャルにおいて、ジャッキーはこう述べる。
「いいえ結構です、僕はまだ運転があるので。」
<アルコール飲料>
15

Absolute Vodka

“One Source”

Tribal imagery alongside modern-day African dance and music culture. Absolut Vodka
accompanies African artists, among them Khuli Chana, through shots that include scenes from
the making of the “One Source” album. The title is intended symbolically, evoking Africa as the
cradle of humankind, yet also indirectly alluding to Aarhus in Denmark, the “one and only” place in
which absolut vodka is made.

現代アフリカの踊りや⾳音楽の⽂文化とともに、部族のイメージが映し出される。Absolut
VodkaはKhuli chanaらアフリカ⼈人アーティストらに帯同し、アルバム「One
Source（起源はひとつ）」を制作する様⼦子などをカメラにおさめた。このタイトルは、
アフリカが⼈人類類発祥の地であることを象徴するものでありつつ、同時にAbsolut Vodka
が製造される「唯⼀一の起源」であるデンマークの都市オーフスのことも間接的にほのめ
かしている。

<化粧品>
16

Sanex

“Manifesto”

This commercial is an unashamed appeal to our own physicality. No matter how we are feeling,
whether happy or sad, there is always a reason to touch ourselves and others. And Sanex

moisturizing/shower products help to keep our skin soft and supple.

私たち⼈人間の⾁肉体的特徴について、恥じることなく⾒見見せた作品。嬉しいときも悲しいと
きも、どんな気持ちのときだって、私たちには⾃自分や他⼈人に触れる理理由がある。そして
Sanexの保湿／シャワー製品は、肌を柔らかくしなやかに保ってくれるのだ。

<エンターテイメント>
17

2K Sports

“Welcome To Suplex City”

Somewhat incongruously, “Downtown,” the chirpy 1964 Tony Hatch classic sung by Petula Clark,
is set to scenes in an imaginary city in which people apparently use every available opportunity to
beat each other up. This all culminates in a wrestling match “below” the city where legendary
wrestler Brock Edward Lesnar is waiting. A spot for new Xbox game “Welcome To Suplex City.”

1964年年にトニー・ハッチが⽣生み出しペトゥラ・クラークが歌った「恋のダウンタウン」
が、なんとも不不釣り合いなことに、⼈人々が隙あらば殴り合いを繰り広げる架空の都市の
姿に重なる。やがて映像は、都市の地下で開かれる、伝説的なレスラーのブロック・レ
スナーが待ち受ける⼀一戦で頂点を迎えることに。Xboxの新ゲーム「Welcome To Suplex
City」の宣伝。

<ファッション>
18

Scotch & Soda

“From Amsterdam, From Everywhere”

In Amsterdam, a city that “embraces all cultures,” there is a saying that goes, “Nothing behind me,
everything ahead of me.” Scotch & Soda espouses this philosophy to promote its collection,
which seeks to encompass within it the broadest range of cultural and fashion influences: models
are seen posing in front of exotically eccentric backdrops in garments taken from the no less
eclectic new collection.

「すべての⽂文化を受け⼊入れる」都市・アムステルダムには、「私の後ろには何もなく、
すべては私の前⽅方に待ち受けている」という格⾔言が存在する。幅広い⽂文化やファッショ
ンからの影響を網羅して服に込めようと努めたScotch & Sodaは、コレクションの宣伝
にこの哲学を取り⼊入れた。そのため、モデルたちはまさしく折衷的な服に身を包み、異異
国情緒のあるエキセントリックな背景を前にポーズをとっている。
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<ファッション>
19

H&M

“Fall Fashion”

A further spot in which we accompany people walking through downtown who stand out from the
crowd on account of their personal style and individual fashion statements. A spot for the new
Autumn 2016 collection from H&M.

前回に続き、繁華街を⾏行行き交う⼈人々の中でも、その個性的なスタイルやファッションを
通した主張によって⼈人⽬目を引く者たちを追う。H&Mによる、2016年年秋コレクションの
宣伝。
<ファッション>
20-21

Double Eight

Smartly dressed men come together against a backdrop of unspoilt nature sporting purist fashion
that blends in perfectly with the equally purist Icelandic scenery in which this commercial for the
new menswear collection from Double Eight was shot.

スマートに服を着こなした男性たちが、同じく汚れのない空間を背景に集う。Double
Eightの新メンズウェア・コレクションのコマーシャルを撮影したアイスランドの混じ
りけのない景観に、同ブランドの純粋な服がぴったりマッチすることを表現している。
<食品>
22

Lurpak

“Game On, Cooks #gameoncooks”

Watching TV cookery shows and “liking” photos on food blogs is not, in the opinion of Lurpak,
enough to turn you into a genuine chef. Rather, you need to get back into the kitchen and have
a real go at fixing something yourself. And, as one might expect, using Lurpak butter is an
essential part of all this.

Lurpakが思うには、テレビの料料理理番組を観たり料料理理ブログの写真に「いいね」をつけた
りするだけでは、あなたは本物のシェフにはなれない。それよりも、⾃自ら台所に出向
き、実際に⾃自分で何か作ってみることが重要なのだ。そして、もうお気づきの通り、
Lurpakのバターを使⽤用することが不不可⽋欠なのである。

<食品>
23-25

Texas Pete

In its “Theater of the Mouth” campaign, sauce producer Texas Pete stages a show in which the

curtain goes up to reveal a set resembling the inside of a mouth, from which all kinds of inane
dialog – dare we say it ? – spews forth. Common to all is the attempt to use an extra portion of
pathos and drama to talk up Texas Pete sauces.

「⼝口内シアター」キャンペーンを繰り広げるソースブランドTexas Peteの作品では、
カーテンが開くと⼈人の⼝口内に似たセットが出現する。そこで⾶飛び交うのは、あえて⾔言え
ば中身のないやりとりである。いずれの作品も、Texas Peteを宣伝するべく、⼤大げさな
感情表現と劇的な⾔言い回しを⽤用いている。
<食品>
26-27

Malteser

“Dance Floor,” “New Boyfriend”

This campaign celebrates the lighter side of everyday life, and is, perhaps, the first to cast
disabled protagonists at the center of its humorous, lighthearted scenes.

⽇日常⽣生活におけるささやかな側⾯面を讃えた作品であり、恐らくは、ユーモラスで笑える
場⾯面の中⼼心⼈人物として、初めて障害者を起⽤用した作品だろう。
<ハウス＆ガーデン>
28-30

Pine-Sol

A campaign in which all kinds of stuff is going on in the foreground, albeit merely by way of
distraction. Be it a pleading dog or a woman sprucing herself up for a date, what this is really all
about is the floor or bathroom mirror, both of which – thanks to Pine-Sol – gleam as if they were
brand new.

観る者の気をそらすかのように、あらゆる出来事が画⾯面上で展開しているキャンペーン
作品。訴えかけているような⽝犬が登場しても、デートに向けて準備している⼥女女性が登場
しても、作品が本当に⾔言いたいのは、床もバスルームの鏡もすべて、Pine-Solのおかげ
で新品のようにピカピカだということだ。

<ペットフード>
31

Sheba

“Resistance Is Futile”

Perfect commercial for cat owners who are aware of the power their pets have over them. No

spontaneous tryst with a partner – no matter how attractive – can ever come between a cat owner
and his kitty’s needs. All this is set to REO Speedwagon’s 1984 hit “Can’t Fight This Feeling.”
Super: “Sheba. Resistance is futile.”

飼い猫が⾃自分に及ぼす影響⼒力力の強さをわかっている⼈人々にとっては、うってつけの作品
だろう。パートナーがどんなに魅⼒力力的であれ、その⼈人との突然の逢引よりも、飼い猫の
要求の⽅方が⼤大事である。BGMは1984年年にREOスピードワゴンが放ったヒット曲「Can’t
Fight This Feeling。」キャッチコピーは「Sheba。抵抗は無駄だ。」

<ペットフード>
32

Whiskas

“18-Year-Old Grandpa”

What at first appears to be a chat with an old man turns out to be a dialogue with a grey cat.
Sometimes, the relationship between humans and pets can run so deep it seems we are almost
able to engage in actual conversation with one another. Spot for Whiskas.

⼀一⾒見見、⽼老老⼈人との会話に思えたものが、実は⽼老老いたネコとの会話であった。ときとして、
⼈人とペットの関係性は⾮非常に深まり、それこそ本当に会話ができそうなほどだ。
Whiskasのコマーシャル。
<公共イベント>
33

Queer Lisboa Film Festival

“Welcome”

A spot designed to demonstrate the remarkable openness of the Queer Lisboa Film Festival. After
running through a litany of habits not generally considered too cool – wearing socks with sandals,
thinking lesbian only means a threesome, drawing dicks everywhere, not liking to go dancing, etc.
– it nonetheless concludes by stating that everyone is welcome. Pay-off: Straight friendly.

Queer Lisboa映画祭が、その⾒見見事にオープンな姿勢を表現してみせた作品。サンダルに
ソックスを合わせたり、レズビアンに出会うと3Pができると思ったり、どこにでもペニ
スの絵を描いたり、ダンスに⾏行行くのを好まなかったり...といった、⼀一般的によろしくな
いとされる習慣を列列挙しながらも、映画祭はすべての⼈人を歓迎すると述べて幕を閉じ
る。キャッチコピー：⾮非同性愛者も歓迎します。
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<小売>
34

Ikea

“My Son”

A little boy accompanies his mother on a shopping trip to Ikea, acting ever more responsibly as
he does so. When he is suddenly at the wheel of the car, we realize that he is in fact already a
young adult, comforting his mother by saying he will only be moving a few blocks away. At Ikea,
meanwhile, prices remain “little”.

Ikeaで買い物をする⺟母に付き添う幼い息⼦子は、⼤大⼈人顔負けの責任感を⾒見見せる。しかし、
彼が運転⼿手席に座ったとき、幼い少年年が実はもうすっかり成⻑⾧長し、「ほんの」数ブロッ
ク先に引っ越すだけだからと⺟母親を慰めているのだとわかる。Ikeaで販売している商品
の価格もまた「ほんの」わずかである。
<小売>
35

Ikea

“Every Other Week”

The child of divorced parents somewhat reluctantly bids farewell to his mother and much-loved
room at home as he goes off to spend every other week at his father’s place. One day, however,
he discovers that the room awaiting him there is exactly the same as the one at his mother’s.

両親が離婚した⼦子どもは、隔週ごとに⽗父親のところに⾏行行かなければならず、⺟母親と⼤大好
きな部屋に渋々別れを告げる。しかしあるとき、⽗父親の家に⾏行行った彼は、⾃自分を待ち受
ける部屋が⺟母親のところとまったく同じものに変わっているのを発⾒見見する。
<小売>
36

Ikea

“Welcome Home”

Yet another offering from Ikea, this time from the UK. It focuses on the wide variety of lights
available at the store and muses on how lights can change our surroundings and improve our
moods. All this wrapped in a sweet story of a young boy who transform his mother’s journey
home with lights.

さらにIkeaの作品が続き、今度は英国の制作である。店内で販売しているいろいろな種
類類の照明にスポットを当て、照明によって環境が変わり、雰囲気が改善されることにつ
いて考えを巡らせる。少年年が⺟母親の帰り道を照明で変貌させるという、⼼心温まる⼿手法で
描かれた⼀一作。

<サービス>
37

Yamato Transport

“Dancing Black Cats”

Three men in cat costumes dancing through the streets in a Japanese city, and being assisted by

Japanese girls clad in the proverbial school uniforms. In a final flourish to complete their
performance, the trio show they are also able to deliver parcels. A commercial for Japanese
shipping and delivery service Yamato Transport.

ネコに扮した3⼈人の男が⽇日本の街を踊り歩き、⽇日本らしい学⽣生服を着た⼥女女⼦子⽣生徒らが輪輪
に加わる。3⼈人組は⼩小包の配達もできるのだということを披露露し、パフォーマンスをさ
らに盛り上げる。⽇日本の輸送・配達サービスヤマト運輸のコマーシャル。
<社会＆環境>
38

Philips

“Everyday Hero”

This TV commercial was created in the UK but is aimed at the Australian market – and at
healthcare professionals in particular. It shows an ordinary person going to extraordinary lengths
– even donning a somewhat ill-fitting Spiderman outfit – to improve the life of a child stuck in a
hospital.

英国で制作されたが、オーストラリア市場向け、とりわけ医療従事者を対象とした作品
である。病院から出られない⼦子どもたちの⽣生活を少しでも楽しいものにしようと、普通
の⼈人間が、それこそ体型に合わないスパイダーマンの⾐衣装に身を包んだりもしながら、
普通ではないことをやり遂げてみせる様⼦子を描く。
<社会＆環境>
39

AT&T

“The Unseen”

After dropping off his daughter, a father discovers an unknown child sitting on the backseat. The
two begin to chat – until the driver is distracted by a text message. The very next instant, the
figure disappears from the backseat and appears on the road in front of the car. An accident
seems inevitable. Pay-off: You’re never alone on the road.

娘を送ってから、⽗父親は後部座席に⾒見見知らぬ⼦子どもが座っているのに気づく。２⼈人は会
話をはじめるが、⽗父親がメールに気をとられる。すると次の瞬間、その⼦子どもは後部座
席から消えて⾞車車の前の道路路に現れる。事故はどうやら免れそうもない。
キャッチコピー：道路路にいるのは、あなただけではありません。

<社会＆環境>
40

Vanicre Noma

“Noma, The Monster That Devours Children”

Charcoal drawings tell us the story of a monster that preys on children in real life. “Noma’s”

victims include children and adults suffering from malnutrition and a weakened immune system.
Tissue in various parts of the body is destroyed. The organization Vaincre Noma is appealing for
donations to help defeat this insidious illness.

濃灰⾊色の絵が、実際に⼦子どもを餌⻝⾷食にする怪物について物語る。それは「⽔水癌」とい
い、⼤大⼈人も⼦子どもも犠牲になる可能性があり、栄養失調を患い免疫システムが低下して
いくのだ。そして体のあらゆる部分の細胞が破壊される。Vaincre Nomaは、この知らぬ
間に進⾏行行する病気に打ち勝つための寄付を募っている。
<社会＆環境>
41

THINK!

“Cycle Safety”

The message of the new social campaign called THINK!”: things you should never get caught
between. To the strains of baroque melodies, we are regaled with a dozen examples of such
situations: rutting rams locking horns with each other, a pair of boxers, and – most importantly – a
truck turning the corner as a cyclist gets caught in the blind spot.

新しい社会的キャンペーンのメッセージはずばり「考えろ！」である。⼈人々が板挟みに
なってはならない状況のことだ。バロック調のメロディーにのせて、そうした例例が数々
挙げられる。たとえば⻆角を突き合わせている発情期の雄⽜牛や、対戦中のボクサー、それ
に何よりも避けなければならないのは、⾃自転⾞車車が死⻆角を通り、そのときトラックが⻆角を
曲がってくるという事態である。
<社会＆環境>
42

Remember a Charity

“Pass On Something Legendary”

An animated film produced by Aardman showing us the many things we neglect in life and
reminding us we often end up regretting the things we failed to do. Life, says the commercial, is
there to be enjoyed, and more about giving than getting. In line with this sentiment, viewers are
urged to remember a charity in their will.

Aardmanが制作したアニメーション作品。⼈人が⼈人⽣生においてし忘れてしまう多くの事柄
を描き、あとになってそれをしなかったことを後悔悔しがちであるというのを思い起こさ
せる。本作が⾔言うには、⼈人⽣生は楽しむためにあり、貰うよりも与えるためにある。この
⾔言葉に関連して、遺書を書くときには慈善団体への寄付を忘れずにと促している。
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<社会＆環境>

43 San Francisco Department of the Environment
“Real Foodies Compost”
Talking about the benefits of composting doesn’t sound like the most attractive proposition for a
fun commercial. This one by the SF Environment, however, does a great job – even venturing into
the area of “food porn” in a bid to get the information across in an attractive and engaging way.

堆肥を作ることの効果について語るとなると、⾯面⽩白いコマーシャルに仕上げるにはあま
り魅⼒力力的なテーマとは⾔言えないだろう。しかし、SF Environmentによる本作は、それを
⾒見見事に覆しており、この情報を魅⼒力力的かつ⼈人々を引きつけるやり⽅方で伝えるために、
「フードポルノ」の領域にまで⾜足を踏み⼊入れている。
<社会＆環境>
44

Road Safety

“Goldfish”

A father appearing to be safely driving his family through town. At one point, however, as he
comes perilous close to the vehicle in front of him, the goldfish on the backseat of that car
suddenly turns into a Jaws-like shark that comes crashing through the rear window. A commercial
urging motorists to keep a safe distance to the car in front.

⼀一家を連れて街の中を安全に運転しているように⾒見見える⽗父親。しかし、前⽅方の⾞車車と危険
なほど接近したとき、その⾞車車の後部座席にいた⾦金金⿂魚がジョーズのようなサメに変身し、
後ろの窓を突き破って出てくる。前⽅方の⾞車車と安全な⾞車車間距離をとるように促すコマー
シャル。
<社会＆環境>
45

Prospects for young refugees

“Moonjourney”

To protect his daughter from the traumatic experience of fleeing Syria, a father comes up with a
special game: he makes her believe they will be traveling to the moon instead.

シリアから逃れるという衝撃的な体験から娘を守るために、⽗父親はある特別なゲームを
思いつく。娘に、⾃自分たちは⽉月に向けて旅をしているのだと信じ込ませるのだ。

<スポーツ>
46

Under Armour

“Prince Of 1000 Enemies”

We watch Carolina Panthers quarterback Cam Newton, a “prince with a thousand enemies,”
run through a dark forest at night, successfully dodging everything that might get in his way – and
leaving all those seeking to catch him far behind. A spot for Under Armour.

カロライナ・パンサーズに所属し、「千⼈人の敵を迎え撃つ貴公⼦子」であるクォーター
バックのキャム・ニュートンが、⾏行行く⼿手を阻むものをすべてよけ、後ろから追ってくる
者たちを置き去りにして、夜の暗い森を⾛走り抜ける。Under Armourの作品。
<スポーツ>
47

David Lloyd

“Come To Life”

Not a terribly innovative approach but a reasonably engaging and fun way to advertise
memberships at David Lloyd Clubs, a UK sports and leisure business that runs health clubs and
gyms across Europe.

決して画期的とは⾔言えないが、David Lloyd Clubsの会員になることを宣伝するには観る
者を引きつけるし楽しい⽅方法だ。ヨーロッパ中にヘルスクラブやジムを展開する、 英
国のスポーツ＆レジャー企業の作品。
<旅行＆レジャー>
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EasyJet

“Explore Europe With EasyJet... #WhyNot?”

A lady is so bewildered she just doesn’t know what’s going on all around her anymore. Fly
easyJet just once and the world already appears to be just one big adventure playground. It
therefore appears only natural to have an outsized beachball come rolling toward her – and to
find herself waterskiing through a wall of flowers.

驚きのあまり、もはや⾃自分の周りでいったい何が起きているのかわからないという状態
の⼥女女性。⼀一度EasyJetで旅をしてしまえば、世界はひとつの⼤大きなアドベンチャーラン
ドになってしまうのだ。だから、特⼤大サイズのビーチボールが⾃自分の⽅方に転がってきた
かと思えば、⼀一⾯面の花畑で⽔水上スキーを楽しんでいたって、何ら不不思議ではないのであ
る。

<旅行＆レジャー>
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Virgin Atlantic

“#GetOutOfOffice”

Scenes likely to be familiar to all those who actually do spend their vacation in the office. In
hilarious fashion, Virgin Atlantic talks up the many benefits of an especially dire looking office
building as a highly desirable vacation destination. Those not drawn by its many “features”,
happening night life, local delicacies, etc. – are urged to fly Virgin to a truly appealing vacation
spot.

休暇中もオフィスで過ごす⼈人にとってはお馴染みの光景かもしれない。笑えるやり⽅方
で、Virgin Atlanticはとりわけ悲惨な様⼦子のオフィスを休暇先として挙げ、多くの利利点を
述べて盛んに褒める。こうしたオフィスにまつわる多くの「特典」- 夜中のハプニング
やオフィスの珍味など – に惹かれない⼈人は、Virgin航空に乗って本当に魅⼒力力的な休暇先
に出かけてはどうだろうかと促す。
<旅⾏行行＆レジャー>
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Tourisme Montreal

“Huit”

The message of this commercial is that a city is only as good as the people who live there.
And Montreal performs very well in this respect. The excellent mix of inhabitants has made it the
melting pot of cultures that it is today. A commercial promoting Montreal as a tourist destination.

都市の良さは、そこに暮らす⼈人々の良さと⼀一致するというのが本作のメッセージであ
る。この点において、モントリオールは⾮非常に優れているという。実にさまざまな⼈人が
住んでいることから、今⽇日のような⽂文化のるつぼが成り⽴立っているのだ。観光地として
モントリオールを宣伝したコマーシャル。
<旅⾏行行＆レジャー>
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Yeti

“Shockey”

Yeti is a manufacturer of outdoor gear (sleeping bags, jackets, etc.) that actually produce their
lines – handmade, their website claims – in Görlitz and Dresden, i.e. in Saxony, Germany. This
thrilling and very well-crafted commercial takes us, however, straight to the wilds of the US, where
we witness a kind of testimonial delivered by a passionate hunter/outdoor enthusiast.

Yetiはアウトドア⽤用品（寝袋や上着など）の製造会社であり、ドイツはザクセン州にあ
るゲルリッツやドレスデンで商品を – ウェブサイトがいうには⼿手作業で – 製造している
という。しかし、このスリリングで作り込まれた本作が我々をいざなうのは、アメリカ
の荒野だ。そこを舞台に、ハンターであり屋外を愛するジム・ショッキーが、商品を身
につけて荒野を語る様⼦子が描かれる。

