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P13 <広告代理店>

BlackSheep.Works

Have a fabulous 2017 Year of the rooster
A 2017 New Year Greetings ad from Kashmir-based strategic and creative
communications agency BlackSheep.Works, invoking Chinese Year of the Rooster
imagery and the informal hand gesture used to indicate that something is “perfect,”
“super,” “awesome.”
最高の 2017 年を。酉年
カシミールに拠点を置く、戦略およびクリエイティブエージェンシー
BlackSheep.Works による 2017 年新年の挨拶。干支の酉年を想起させ、
「完璧」「すごい」「最高」などを示す手のジェスチャーが添えられている

P16

<自動車>

Volkswagen

40.7064°N, 74,0094°W
New Volkswagen App Connect. Maps, movies, music & more.
北緯 40.7064°, 西経 74,0094°
新 Volkswagen アプリケーション・コネクト。地図、映画、音楽等々

P17

<自動車>

Land Rover

Range Rover Evoque. With parking aid
駐車アシスト搭載、Range Rover Evoque
P20

<自動車>

Volvo

See them wherever they are. 360° surround view camera.
どこにいても見えます。360°全方位見渡せるカメラ
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P21

<自動車>

Audi

Official carrier sponsor of Contemporary Istanbul
Ad for Audi, official carrier for the Contemporary Istanbul art fair.
「コンテンポラリー・イスタンブール」の公式車両スポンサー
アートフェアである「コンテンポラリー・イスタンブール」の公式車両 Audi による広
告

P24-25

<自動車>

Land Rover

Rear view camera. Standard on discovery
バックカメラ。発見には欠かせない標準装備

P25 下

<自動車>

BMW

To find your own way, you sometimes have to leave the road.
Ad for BMW to mark Christopher Street Day.
自分の道を見出すためには、時として道路から逸れなくてはならないこともある
Christopher Street Day（ベルリンで開催されるゲイパレード）を記念した BMW の広告

P28

<自動車>

smart

Better to park at the front door.
玄関前に停める方がいいよね

P29

<自動車>

Volkswagen

Volkswagen Trucks. The right size for your business.
Volkswagen Trucks。あなたの仕事にちょうどいい大きさです

P32-33

<自動車>

Nissan

- Car paint on plaster. 2016, 88x70 cm.
- Car paint and bumper on concrete. 2016, 162x129 cm
- Car paint on concrete. – 2016, 142x113cm.
Parking is not an art.
The Around View Monitor is a parking technology to help keep the paint on your car
and not on what’s around it.
- 石膏上に描かれた自動車の跡。2016 年制作、88×70cm
- コンクリート上の自動車の跡とバンパー。2016 年制作、162×129cm
- コンクリート上の自動車の跡。2016 年制作、142×113cm
駐車は芸術ではありません
「周辺視覚モニター」は、車の塗装を保護し、周囲にあるものにぶつからないようにす
るための駐車技術です

P33 下

<自動車>

Volkswagen

Emergency City Brake.
Your car won’t fail to notice a single danger.
「エマージェンシー・シティ・ブレーキ」
あなたの車、どんな危険も見逃しません

P34

<自動車>

Audi

From Boring, TN, USA – To Accident, MD, USA
Audi fatigue detector
When you’re tired, every route becomes dangerous.
出発地：アメリカ、テネシー州ボーリング（退屈）
到着地：アメリカ、メリーランド州アクシデント（事故）
Audi 疲労探知機
疲れているときは、どんなルートも危険になるから

Error!
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P35

<アルコール飲料>

Fernet Branca

- The sun will shine for 215 hours in October. If you’re in Miami.
- You spend 336 hours of your life kissing. And 2,036 waiting at a red light.
- The odds of you being struck by lightning when buying lottery tickets are greater than
your odds of winning.
- This very moment more than 8,000 Danes are having sex. You are here staring at an
ad.
Life is bitter
Outdoor campaign for bitter-tasting herbal liqueur Fernet Branca.
- 10 月には太陽が 215 時間昇っている。マイアミにいればの話ね
- 人生でキスしている時間は 336 時間。赤信号待ちしてる時間は 2,036 時間だけど
- 宝くじを買ってる最中に雷にうたれる確率、正直当選確率よりも高いです
- 8,000 人以上ものデンマーク人がセックスに励んでいるこの瞬間、ここでこの広告を
眺めてるあんた
人生は苦いね
苦味のあるハーブのリキュール Fernet Branca による屋外キャンペーン広告

P36 上

<アルコール飲料>

Strongbow

Campaign for Strongbow brand apple cider with honey.
Strongbow ハチミツ入り林檎サイダーのキャンペーン広告

P36-37

<アルコール飲料>

2Gingers

- Old fashioned. 2 Gingers Irish Whiskey. Simple syrup. Angostura bitters. Orange peel.
- On the rocks. 2 Gingers Irish Whiskey. Serve over ice.
- Big ginger. 2 Gingers Irish Whiskey. Ginger Ale. Wedges of lemon and lime.
- オールド・ファッション。2Gingers アイリッシュウィスキー。シンプルな甘さ。
アンゴスチュラの苦味。オレンジピール
- オン・ザ・ロック。2Gingers アイリッシュウィスキー。氷とともにどうぞ
- ビッグ・ジンジャー。2Gingers アイリッシュウィスキー。ジンジャーエールに、

くさび形に切ったレモンやライムを添えて

P41

<ノンアルコール飲料>

SuperBock

Drinking is believing
The only non-alcoholic beer that taste like real beer
飲酒とは信じることだ
本物のビールのような味がする、唯一のノンアルコールビール

P42

<子ども>

Play-Doh

- No loading time

- No Internet required

- No in-app purchases

- No charger needed

Campaign for Play-Doh brand modeling compound.
- ローディングの待ち時間不要
- 内蔵アプリの購入不要

- ネット環境不要

- 充電器不要

Play-Doh 粘土のキャンペーン広告

P43

<子ども>

Radio Flyer

Campaign for Radio Flyer, an American toy company best known for its popular red
wagons.
人気のある赤いワゴンでよく知られている、アメリカの玩具会社 Radio Flyer のキャン
ペーン広告

P44-45

<化粧品>

En Vogue

Shiny hair. Color reflex & shine shampoo
輝く髪に。髪色を反射させ輝かせるシャンプー
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P47

<ファッション>

Philippe Matignon

Philippe Matignon. Welcome man
Campaign for Philippe Matignon, an Italian hosiery manufacturer that has launched
its first collection of men’s socks.
Philippe Matignon。男性よ、ようこうそ
初の男性用靴下のコレクションを発表する、イタリアの靴下製造会社
Philippe Matignon のキャンペーン広告

P48-49

<食品>

Skittles

- Make a Skittles wrestler. Then piledrive your taste buds.
- Make a Skittles snail. Then eat it slowly crawl into your stomach.
- Make a Skittles couch. Then have your tongue search for loose change.
Create the rainbow. Taste the rainbow.
Campaign for Skittles brand candy.
- Skittles でレスラーを作って、味覚にパンチを食らわそう
- Skittles でカタツムリを作って、ゆっくりとお腹の中を這って進ませよう
- Skittle でソファを作って、舌に粒を探させよう
虹を作ろう。虹を味わおう
Skittles キャンディのキャンペーン広告

P49 下

<食品>

KFC

New chicken kebab. With a taste of Turkey.
新チキン・ケバブ。トルコの風味とともに

P50

<食品>

McCafé

This digital billboard for McDonald’s pulls in real-time weather data, displaying the
current temperature using an image of the most appropriate McCafé beverage.

McDonald’s のデジタル屋外広告。リアルタイムの気象データをもとに、
今最も合う McCafé の飲み物を提示しながら現在の気温を表示している
P51 上

<食品>

Mrs. H. S. Ball’s

Mrs. H.S. Ball’s. Original recipe chutney. A little taste of home.
Mrs. H.S. Ball’s。オリジナルレシピのチャツネ。故郷をちょっと思い出す味
P51 下

<食品>

Snickers

You’re not you when you’re hungry.
腹が減ってるときは別人だ

P52

<食品>

Meiji

Anniversary ad for the Japanese food company food Meiji.
明治グループの 100 周年記念広告
P53

<食品>

Orbit

Orbit ガムの広告
P54

<食品>

McDonald’s

- Learn Hawaiian: Kukui, Pila, McNuggets
- Learn Hungarian: Szek, Ollo, Big Mac
- Learn Vietnamese: Dien thoai, Giay the thao, Fries
- ハワイ語を習いましょう：カクイ、ピラ、マックナゲット
- ハンガリー語を習いましょう：セーク、オロ、ビッグマック
- ベトナム語を習いましょう：ディエン・トォアイ、ザイ・ダ・タオ、
フライズ（ポテト）

Error!
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P55

<食品>

McDonald’s

Home – Witch
Good, if you can do without bread! The New Low Carb Burger
Ad for McDonald’s new low carb burger evoking the story of Hansel and Gretel and the
role bread plays in the German fairytale: With the help of the signposts in the ad the
children wouldn’t have needed to leave breadcrumbs to find their way back home (and
could thus have done without carbs).
家 – 魔女
よかった、パンなしでできましたね！新登場ロー・カーブ・バーガー
炭水化物含有量の低い McDonald’s の新しいバーガー広告は、ドイツ童話「ヘンゼルと
グレーテル」と、その話の中でパンが果たした役割をモチーフにしている。つまり、広
告内に標識があるおかげで、子どもたちはパンくずの目印を落とさずに（＝炭水化物抜
きで）家に戻れた、というわけである

P56

<食品>

McDonald’s

- bi – big mac – big bang

- st – strawberry milkshake – star signs

- fr – French fries – french kiss
- ビ – ビッグマック – ビッグバン
- スト – ストロベリーミルクシェイク – 星座
- フ – フレンチフライズ（ポテト） - フレンチキス

P57

<食品>

McDonald’s

Breakfast that’s freshly prepared. Even if you’re not.
- Our coffee is always freshly ground to order.
- There’s freshly cracked egg in every one of our McMuffins
We make breakfast.
フレッシュに準備された朝食です。たとえあなた自身はそうじゃないとしても
- 私たちのコーヒーは、いつも煎れたてです

- どの McMuffins にも、割ったばかりの新鮮なたまごを使ってます
私たちは朝ご飯を作っています
P58

<食品>

KFC

- Chicken on a bed of chicken.
- When one fillet just won’t fill it.
New stacker. It’s f×××n’ good. (It’s finger lickin’ good)
- チキンのベッドの上にまたチキン
- 一枚のフィレじゃ満腹にならないあなたに
新登場スタッカー（ハンバーガー）
マジで×××な味（指を舐めてしまうほどマジでウマい）
P59

<食品>

Oxo

Dragon’s Fire Pumpkin Soup
Sautee a hacked onion and 3 cloves of crushed garlic in a cauldron (or pan) then add
the Dragon’s Fire (or half a teaspoon of cumin and half a teaspoon of chilli powder will
do). Cook for 3 minutes...
Halloween ad for Oxo brand stock cubes.
「竜の火のカボチャスープ」レシピ
刻んだタマネギと砕いたガーリックを 3 つ、大釜（または鍋）でソテーします。そこに、
竜の火（またはティースプーン 1/2 分のクミンと、ティースプーン 1/2 分のチリパウ
ダーを加えても代用できます）を加え、3 分ほど調理します...
Oxo 固形スープの素によるハロウィン広告

P60

<ハウス＆ガーデン>

Tursil

Campaign for a laundry detergent demonstrating its stain-removing power.
染みを取り除くパワーを実演した、洗剤のキャンペーン広告

Error!
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P61

<ハウス＆ガーデン>

Scotties

- Broken heart. Broken phone

- Dust issues. Trust issues.

- Hates carrots. Loves carrots.

- Son moves away. Son moves home

The tissue for any issue
- 壊れた心。壊れた携帯

- ホコリの問題。信用問題

- ニンジン大嫌い。ニンジン大好き

- 息子が出てく。息子が引っ越す

どんな問題にもぴったりなティッシュです

P62

<ハウス＆ガーデン>

Samsung

Don’t tangle ‘em.
Campaign for a Samsung brand washing machine featuring a special technology
that prevents tangles, twists, and knotting.
もつらせないように
もつれ、よじれ、絡みを防ぐ特別な技術を搭載した、Samsung 洗濯機のキャンペーン
広告

P63

<ハウス＆ガーデン>

Casablanca

Deep sleep. Zero toss and turn.

Campaign for a pillow.

深い眠りを。寝返りを打つことは一切ありません

枕のキャンペーン広告

P64 上

<ハウス＆ガーデン>

Rollasole

Don’t get plastered
Take the pain out of a party season…
Ad for Rollasole shoes, handbag-sized flats that can be slipped on whenever the pain of
wearing high heels on a night out becomes too hard to bear.
絆創膏を貼らずに済むように

パーティーの季節、痛みを取り除きましょう...
夜のお出かけでハイヒールを履いているのが耐えられなくなったときに履ける、ハンド
バッグサイズのフラットシューズ、Rollasole シューズの広告
P64-65

<ハウス＆ガーデン>

Faber Castell

- May the force B with you. Pencil is the force.

- Let it B. Pencil is the music.

- 2B or not 2B. Pencil is the question.
- フォースが共にあらんことを。鉛筆はフォースだ
- レット・イット・B。鉛筆は音楽だ
- 生きるべきか死ぬべきか。鉛筆が問題だ

P66 上

<ハウス＆ガーデン>

Samsung

- Washing, washing, washing … washing, – whitener – washing, …
- Washing, washing, washing – slips – washing, … – socks – washing, ….
Now you can add – forgotten – things during the washing process.
Campaign for Samsung’s AddWash technolgy.
- 洗濯、洗濯、洗濯...洗濯 – 漂白剤 – 洗濯...
- 洗濯、洗濯、洗濯 – 脱衣 – 洗濯... – 靴下 – 洗濯...
これからは、洗濯中に – 忘れていた – ものをあとから入れることができますよ
Samsung の AddWash 技術のキャンペーン広告

P66 下

<ハウス＆ガーデン>

Fenix

Find what you are looking for. And find what you never imagined finding.
Fenix. New flashlight RC40. 750 meters of light.
探しているものを見つけよう。さらには、予期していなかったものを見つけよう
Fenix。新懐中電灯 RC40。750m 先まで照らせる

P67

<ハウス＆ガーデン>

Sakura

Error!
Reference source not found.
End the battle between hot and cold.

Sakura water heaters for perfect temperatures.

温と冷の攻防に終止符を

水を適温に調節する Sakura 給湯器

P68 上

<その他>

Moleskine Café

Ad for the Moleskine Café in Milan, a new format that mixes elements of the café,
art gallery, store, and library.
カフェ、アートギャラリー、ショップ、図書館をミックスさせた新しい形態の
空間である、ミラノの Moleskine Café の広告

P68 下

<その他>

Nemo

- Discover what else you can do with balance at NEMO
- Discover what else you can do with a cogwheel at NEMO
Campaign for the Nemo science center in Amsterdam.
- はかりで他にできること、NEMO で発見しよう
- 歯車で他にできること、NEMO で発見しよう
アムステルダムにある Nemo 科学センターのキャンペーン広告

P69 <その他>

Tonhalle Ochestra Zurich

- The however-many-it-is symphony

- The something-or-other variations

- The it’s-on-the-tip-of-my-tongue- symphony

- The anything-in-minor-concerto

Classical concerts for beginners.
Campaign for short classical concerts organized by the Tonhalle Orchestra Zurich.
- なんかいくつもある交響曲

– なんとかかんとか変奏曲

- あともう少しで名前が出てきそうな交響曲

– とりあえず短調の協奏曲

初心者のためのクラシックコンサート
チューリッヒの Tonhalle オーケストラが主催する、短時間クラシックコンサートのキャ
ンペーン広告

P70-71

<その他>

US Election 2016

- rip gop. End of the road. Don’t let them drive us all off the cliff.
- Come play with us. You’ll regret it forever and ever and ever.
- Dumpty Trumpty. All the king’s horses and all the king’s men must put the country back
together again
- Doomsday mission. Keep these tiny fingers away from the codes.
- No brainer. Nominating them=dumb. Electing them=dumber
Guerilla poster campaign in NYC which, farcically, has Donald Trump take on roles in a
variety of well-known movies.
2016 年 11 月 8 日
- 共和党追悼。道の終わり。奴らに俺たち全員を崖から落とさせてはならない
- 一緒に遊びましょ。そうすれば永遠に、一生涯後悔することになるから
- ダンプティ・トランプティ。王様の馬と家来の全部をかけて、国を元通りに戻さなけ
ればならない
- 世界滅亡へのミッション。この小さな指を法典に近づけるな
- 能なし。やつらを推薦したこと＝ばか。やつらを選んだこと＝ますますばか
有名な映画の役をドナルド・トランプに滑稽に演じさせている、ニューヨークに登場し
たゲリラ・ポスターキャンペーン広告

P72

<ペットフード>

Terra Canis

Terra Canis. Pet food in 100% human grade quality.
Terra Canis. 人間が 100%評価できる品質のペットフード

Error!
Reference source not found.
P73

<医薬品＆OTC>

Teva Women’s Health

- It’s about time your period didn’t turn up the minute you left the shore.
- It’s about time your period didn’t start at the same time as the band.
But you can control them and have fewer. Ask your doctor about contraception options
that reduce the number of periods you have every year.
Campaign for a pharmaceutical company, promoting a website that provides women
with information about menstruation and contraception.
- 海岸を離れた瞬間に月のものが始まることが、いよいよなくなります
- バンドの演奏が始まった瞬間に月のものが始まることが、いよいよなくなります
月経をコントロールして少なくすることができるのです。年間の月経回数を減らす避妊
の選択肢について、お医者さんに相談してみてください
月経や避妊についての情報を女性に提供するウェブサイトを宣伝した、薬剤企業のキャ
ンペーン広告

P74 上

<医薬品＆OTC>

K-Y

Not so fast. Last longer with new K-Y Duration.
Ad for K-Y Duration, an orgasm-delaying spray for men.
もっとゆっくり。新登場 K-Y Duration でもっと持ちます
オーガズムを遅らせる男性用スプレー K-Y Duration の広告

P74-75

<医薬品＆OTC>

Mune

Campaign for an enema to treat constipation. Symbolic motifs suggesting the kind of
crazy acts that might be considered in their wilder moments by long-term constipation
sufferers desperately seeking to “offload” their problem.
浣腸のキャンペーン広告。突飛な行動を連想させる象徴的なモチーフが、長らくたまっ
ているものを「出したい」という、便秘に悩む人々の切羽詰まった瞬間を表現している

P76-77

<公共イベント>

Konzerthaus Dortmund

- Without this music there wouldn’t have been the music without which your music
wouldn’t exist.
- We were already unplugged, … even before there was electricity.
- Music so exciting you have to sit to listen.
Strapline: Break free of your listening habits.
Campaign for the Konzerthaus Dortmund and its 2016/17 season.
- この音楽がなければ音楽というものは存在せず、従って君の音楽も存在しなかっただろう
- 俺たちは既に電気を用いていなかったのさ…電気が登場する以前から
- 思わず座って聴いてしまうほど、あまりにも興奮する音楽
キャッチコピー：君の音楽鑑賞の習慣を打ち破る

Konzerthaus Dortmund およびその 2016 – 17 年シーズンのキャンペーン広告

P77 下

<公共イベント>

Golden Drum

Inspired to inspire
Campaign for the Golden Drum International Festival of Creativity, held in Ljubljana for
the first time this year. For this, the dragon wings from the city’s coat of arms were
adopted to serve as a symbol of inspiration and creativity.
インスピレーションを与えるために、インスピレーションを受ける
リュブリャナで今年初めて開催されるクリエイティブの祭典 Golden Drum International
Festival of Creativity のキャンペーン広告。インスピレーションと創造の象徴として、市
の紋章から生えた竜の羽が描かれている。

P78

<公共イベント>

Netherlands Film Festival

The best from our own soil.
Campaign for the Netherlands Film Festival, featuring popular Dutch actors with the
“Gouden Kalf” (gold calf), a symbol of the most prestigious cinema prize in the
Netherlands.
私たちの土地から生まれた最高の品を
オランダで最も権威ある映画賞を象徴する「黄金の子牛」を抱えた、国内の人気俳優た

Error!
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ちを起用したオランダ映画祭のキャンペーン広告
P79

<出版、メディア>

Neon

- You are looking for love at first fuck. At first click. At first sight. Not right for now.
- You are Charlie. Pope. Paris. World Champion. Istanbul. Confused?
- You are on a diet. On Instagram. On a trip. On an island. On search?
Bring NEON to the dark.
Campaign for a German magazine targeting readers aged 20 to 35.
- 最初のセックス、最初のクリック、最初の光景で愛を求めるあなた。今はまだその時
じゃないね
- 君はチャーリーであり、法王であり、パリであり、世界チャンピオンであり、イスタ
ンブールである。意味わかる？
- ダイエット中。インスタ中。旅行中。島にいる最中。検索中？
暗闇にネオン（雑誌名）を
20〜35 歳の読者を対象にしたドイツの雑誌のキャンペーン広告

P80

<出版、メディア>

WOZ

- Listening organ: NSA

- Singing bird: Snowden

Have your own opinion
Campaign for WOZ, a German language Swiss weekly.
- オルガンを聴くといえば：国家安全保障局

- 鳥が歌うといえば：スノーデン

自分なりの意見を持とう
ドイツ語のスイス週刊紙 WOZ によるキャンペーン広告

P81

<出版、メディア>

CPNB

A book for your opinion
The library is far more than just a place to read and borrow books...
Ad for the annual reading promotion campaign “Holland is reading“ run by the CPNB
(Collective Promotion for Dutch Literature), the theme of which was democracy in 2016.
あなたの意見を構築するための本
図書館は、ただ本を読んで借りる場所である以上の意味を持っています。人々と出会い、
会話し、議論する場なのです。この 11 月には図書館に行って、我々の声明のひとつに
対してあなたの意見を述べてください。お返しに、本をプレゼントいたします
CPNB（オランダ文学共同促進団体）が運営する読書促進キャンペーン「オランダは読
んでいる」の広告。2016 年のテーマはデモクラシーだった

P82

<小売>

Rozen

- Lepietre Grigio ceramic flooring and Naukluft hills, South Africa.
- Duomo Miele ceramic flooring and Horse Mountain, Colorado, USA.
Strapline: Let the world inspire your home.
- 「グレーの石」セラミックの床とナウクルフトの丘、南アフリカ
- 「ミエレのドゥオーモ」セラミックの床とホース・マウンテン、アメリカ合衆国コロ
ラド州
キャッチコピー：世界から自宅のインスピレーションを得よう

P83

<小売>

Bucks and Spurs

Lifestyle campaign for the Swedish brand and online retailer Bucks and Spurs, which
sells woolen blankets, designer kitchens, doors, and other high quality products made of
wood, all inspired by nature, adventure, and the great outdoors.
スウェーデンのオンライン小売ブランド Bucks and Spurs によるライフスタイル・
キャンペーン広告。同社は自然や冒険、壮大な野外からインスピレーションを受けて、
ウールのブランケットやデザインキッチン、ドア、その他木でできた高品質の商品を
販売している

Error!
Reference source not found.

P84-85

<小売>

Jeans Center

- Real men don’t sleep with bears. They wrestle them
- Real men don’t carry handbags unless there’s a pretty girl attached
- Real men don’t make selfies. They make self trees.
Campaign for the Dutch retailer Jeans Center and its selection of Rockford Mills brand
jeans.
- 本物の男はクマとは寝ない。やつらと戦うのだ
- 本物の男はハンドバッグなど持たない。可愛い女性がもれなく付いてくる場合を除いて
- 本物の男は自撮りなどしない。自彫りをするのだ

オランダの小売業 Jeans Center と、同社のブランド Rockford Mills ジーンズの
ンペーン広告

P86

<小売>

キャ

Hemköp

Tomato, tomato? Always the same choice online as offline
Campaign for a new e-commerce concept from Swedish grocery chain Hemköp,
demonstrating that pricing and range are the same online as offline.
（上）トマト、トマト？オフラインでもオンラインでも同じです
スウェーデンの食料品店 Hemköp が、オフラインでもオンラインでも購入価格や品揃え
が変わらないことを表現した、新しい e コマース・コンセプトのキャンペーン広告

P87 上

<小売>

Studio Z

35,000 pairs of shoes. – Save your luck.
Campaign for shoe retailer Studio Z.
35,000 足の靴 – 幸運を貯めて
靴の小売業 Studio Z によるキャンペーン広告

P87 下

<小売>

Silpo

Looking for a shop assistant as tender as a kitten
Ad for the Silpo chain of supermarkets designed to highlight its commitment
first-rate service.

to

子猫のように優しい店員を求めています
一流のサービスに努めていることを表現した、
スーパーマーケットチェーン Slipo の広告
P88-89

<サービス>

RATP

- Don’t run on the platform

- Don’t put your head out the window

- Stay clear of the platform edge

- Don’t get down on the tracks

Subway and train. Every day a serious accident is caused by a lack of attention.
Safety instructions apply to our lines too
Safety campaign sponsored by RATP, the state-owned public transport operator in
Paris.
- ホームで走るな

– 窓から顔を出すな

- ホームの端に近づくな

– 線路に下りるな

地下鉄と列車。日々起きる重大事故は、注意不足によって発生しています。安全に関す
る説明は、私たちの路線にも適用されるものです
パリ地域圏が所有する公共交通機関 RATP が後援を務める安全キャンペーン広告
P90

<サービス>

RATP / SNCF

- They want your ID? Just say you don’t have it. Public transport agents now have the
power to retain you until the police arrive
- Why not cheat? It wouldn’t be the first time. Repeated fare evasion on public transport
could get you up to 6 months in prisonand a fine of 7500€
Campaign for French public transport operator RATP and state-owned railway company
SNCF targeting fare dodgers.
- ID 見せろって？持ってないと言えよ。...公共交通機関は、今後警察が到着するまであなたを引
き止める権利を保有します

Error!
Reference source not found.
- タダ乗りしちまえよ？初めてのことじゃないんだし。...公共交通機関での度重なる無賃乗車は、
最大で 6 ヶ月の禁固と 7,500 ユーロの罰金につながる可能性があります

フランス公共交通機関 RATP および地域圏鉄道会社 SNCF が、無賃乗車をする人々に向
けて警告するキャンペーン広告
P91

<サービス>

Public Transport Victoria

Yarraville. A taste of the east in the west
Explore the world of Melbourne by bus
Ad for Public Transport Victoria showcasing one of the unique locations that can be explored by
bus.
Yarraville。西洋で味わう東洋の世界
メルボルンをバスで探検しよう
バスで行くことのできるユニークな場所を紹介した、Public Transport Victoria の広告

P92-93

<サービス>

Spotify

- Top songs of 2016 about food. …* Not really food. In fact none of them is actually about food.
Whatever. They’re still good.
- Dear User in Berlin who compiled a 10-hour playlist named “Kneipenliebe” (“Pub Love”). – Take
it easy.
- Dear User in Berlin who listened to “Cold Water” 28 times on the hottest day of the year. – We
hope it helped.
- Dear 3,749 people who streamed “It’s the End of the World As We Know It” the day of the Brexit
vote, Hang in there.
- Dear person who made a playlist called “One Night Stand with Jeb Bush like He’s a Bond Girl in
a European Casino,” We have so many questions.

Pay-off: Thanks, 2016. It’s been weird.
International outdoor campaign for Spotify with executions from Germany, the UK, and the United
States.
- 2016 年、食べ物にまつわる上位曲...*まあ違いますけど。実際、どれ一つとして食べ物にまつ
わる歌はない。どうでもいいか。どれもいい曲だし
- 10 時間にも及ぶ「パブ愛」というプレイリストをまとめたベルリン在住のユーザーへ。
いから落ち着け

い

- 今年最高に暑かった日に「Cold Water（冷たい水）」を 28 回再生したベルリン在住の
ザーへ。役に立ったことを願う

ユー

- ブレグジット投票日に「It’s the End of the World As We Know It（世界が終わる日）」
生した 3,749 名のユーザーへ。耐えろよ

を再

- 「ヨーロッパのカジノにいるボンドガールみてえな野郎ジェブ・ブッシュとの一夜」
うプレイリストを作成したユーザーへ。とにかく聞きたいことが山ほどあるんだけど

とい

キャッチコピー：ありがとう、2016 年。妙ちくりんな年だったぜ
Spotify による、ドイツ、英国、アメリカでの国際屋外キャンペーン広告

P94 上

<サービス>

Medidata

You build hope, we accelerate it.
From oncology to ophthalmology, clinical trials transform patients’ hope into reality.
Waste no time getting through the trial with an entire ecosystem of programs.
Ad for Medidata, a tech company serving the pharmaceutical industry.
あなたが希望を構築し、私たちがそれを加速させます
腫瘍学から眼科学に至るまで、臨床実験により患者の希望を現実のものに変える。 プ
ログラムの全エコシステムとともに、休む間もなく実験を行っています
薬剤業界に従事する技術会社 Medidate の広告

P94 左下

<サービス>

TTC

The TTC welcomes the NBA All Stars to Toronto.
Ad for the Toronto Transit Commission (TTC) marking the first NBA All-Star Game
be hosted outside the USA.

to

TTC は、トロントにやって来る NBA オールスターを歓迎します
アメリカ国外で初めて開かれる NBA オールスターゲームを記念した、トロント交通委
員会（TTC）の広告

P94 右下

<サービス>

D&B

You love them as if they were your child... We treat them exactly the same way.
Doggy day care. Puppy day care. Dog walking. Dog boarding.
あなたが我が子のように可愛がるペット、私たちも同様に扱います
犬のデイケア、子犬のデイケア、ドッグウォーキング、犬の宿泊施設

Error!
Reference source not found.
P95 右下

<社会＆環境>

RSPCA New South Wales

It’s easy to disguise a puppy’s past. Ask the right questions before you buy one online.
Ad by an Australian animal welfare organization.
子犬の過去を偽るのは簡単です。オンラインで購入する前に、適切な質問をしましょう
オーストラリアの動物福祉団体による広告

P95 <社会＆環境>

Kenya Wildlife Services

Spot the poacher.
Successful candidates can apply for KWS recruiting rangers today.
Ad from the Kenya Wildlife Service.
侵入者を見つけてください
見つけるのに成功した方は、今日にも KWS レンジャー部隊に応募できます
ケニア Wildlife Service の広告

P96-97

<社会＆環境>

- #Niger #ShotIn2016
- #Iraq #ShotIn2016

Action Against Hunger

- #Ecuador #ShotIn2016 - #Syria #ShotIn2016
- #Mauritania #ShotIn2016 - #Lebanon #ShotIn2016

Fundraising campaign for the charity Action against Hunger.
- #ニジェール #2016 年撮影 - #エクアドル #2016 年撮影

- #シリア #2016 年撮影

- #イラク #2016 年撮影 - #モーリタニア #2016 年撮影 - #レバノン #2016 年撮影

慈善団体 Action Against Hunger による資金調達のキャンペーン広告

P98

<社会＆環境>

Pencil4Peace

- Our newly elected president turns the clock back 60 years
- You’re gay and our newly elected vice president tries to mandate conversion therapy
- A woman’s right to choose may no longer be a choice
Pencil for peace. Coloring books to relax and de-stress

Campaign for Pencil4Peace coloring books, drawing attention to the past presidential
election in the United States.

- 私たちの新たに選ばれた大統領が、時間を 60 年分巻き戻す
- あなたはゲイなのに、私たちの新たに選ばれた副大統領は、思考転換セラピーを命じ
ようとしている
- 女性の選択権は、もはや選択ではない
平和のための鉛筆。リラックスしてストレスを取り除くための塗り絵本
アメリカの先の大統領選に注意を引きつける、Pencil4Peace の塗り絵本キャンペーン
P99

<社会＆環境>

1 for 7

Hong Kong Transplant Sports Association
Ad sponsored by the Hong Kong Transplant Sports Association.

ひとりは 7 人のため
Hong Kong Transplant Sports Association（香港臓器移植協会）が後援する広告

P100-101 <社会＆環境>

Goodwill International

Donate stuff. Create jobs.
Your stuff can help fund job training and placement in your community, learn more at
goodwill.org.
ものを寄付して、仕事をこしらえよう
あなたの持ち物が、地域の職業訓練や就職あっせんに資金を供給することを手助けでき
るかもしれません。詳細は goodwill.org へ

P102

<社会＆環境>

WWF

- Pesticide. – Not all monsters are imaginary. Pesticide loves to see bees die. Bees are
vital to the crops we rely on for food and are now on the endangered species list.
- Overfishing. – Not all monsters are imaginary. Overfishing greedily hunts commercial
fish beyond their ability to recover. Their extinction will upset the entire aquatic food
chain.
- Oil. – Not all monsters are imaginary. Oil is a messy monster and as it travels it
threatens entire ecosystems. Spills are impossible to fully clean up. Realscary.ca.
The physical masks pictured in this print campaign, which focuses attention on scary
things happening in the real world, were sold during the 2016 Halloween season in
partnership with WWF-Canada.

Error!
Reference source not found.
- 農薬 – モンスターとは想像上のものとは限りません。農薬は、ハチが死ぬのを見るこ
とが大好きです。ハチは人間が食糧として頼っている農作物にとって不可欠な存在なの
に、今は絶滅危機生物のリストに掲載されています
- 乱獲 – モンスターとは想像上のものとは限りません。乱獲は、欲張って元通りにでき
ないほど大量の魚を釣ること。魚の絶滅は、海の食物連鎖全体を脅かすことになるので
す
- 油 – モンスターとは想像上のものとは限りません。油は辺りを汚すモンスターであり、
広がるにつれて全生態系を脅かすことになるのです。流れた油は完全に除去することは
できません。

Realscary.ca
実世界で起きている恐ろしい状況に焦点を当てたこのポスターキャンペーンに
使用
されている顔面マスクは、WWf カナダの協力のもと、2016 年の
ハロウィン
シーズンに販売された

P103

<社会＆環境>

WWF

- Nothing’s as ugly as overfishing

- Nothing’s as sad as overfishing

Make a difference. Choose sustainable fish.
- 乱獲ほど醜いものはない

- 乱獲ほど悲しいことはない

変化をもたらそう。持続可能な魚を選びましょう

P104

<社会＆環境>

Maria Conta

Blaming the victim is one of the main weapons of abusers. Share, if you’ve also heard
cheap excuses.
Campaign for Maria Conta, a female activist movement combating violence against
women.
暴力をふるう人の主な武器のひとつが、被害者を非難することです。あなたにもこうした陳腐な
言い訳の聞き覚えがあれば、教えてください
女性に対する暴力の撲滅に従事する、女性活動家の運動 Maria Conta のキャンペーン広告

P105

<社会＆環境>

The Royal British Legion

Picture a veteran, medals on chest, a memory in every scar, think of the toll his

flashbacks take...
Ad sponsored by The Royal British Legion, a charity that provides welfare to the
veterans of the first and second world wars, highlighting the fact that there is now a new
generation of veterans that need support.
退役軍人を思い浮かべてください。胸にはメダル、どの傷にも思い出がある。過去の出
来事を思い出すことによって生じる損害を考えてみてください。爆発、落ちてくる土、
暗闇、ひっくり返った世界。想像もつかない中を戦い抜いた、この退役軍人のことを考
えてみてください。スチュワートのことを。2012 年、精神病と診断された、この
ウェールズ人衛兵のことを。

あなたの支援を必要としている、新たな世代の退役軍人がいます
rbl.org.uk/remember で、記憶についてもう一度考えてみてください
第一次、第二次大戦の退役軍人らに福祉を提供する慈善団体 The Royal British Legion が後援す
る広告。支援を必要とする新たな世代の退役軍人がいるという事実を強調している

P106 左下

<社会＆環境>

Street Soccer

A way out for homeless people.
Ad by Scottish charity Street Soccer, which gives homeless people a chance to get off
the streets by getting into football.
ホームレスのための出口
サッカーをはじめることで路上生活から脱出するチャンスをホームレスたちに与える、
スコットランドの慈善団体 Street Soccer の広告

P106-107 <社会＆環境>

Aides

- Thomas, music academy 1st prize.
- Karim, ballet teacher.
- Pauline, diving instructor.

HIV-positive people on treatment have a lot to pass on. But not HIV.
Campaign sponsored by French NGO AIDES.
- トーマス、音楽アカデミー 1 位受賞者
- カリム、バレエ教師
- ポーリーン、ダイビングのインストラクター

Error!
Reference source not found.
HIV ポジティブを治療中の人々には、次世代に伝えるための多くの事柄がある。HIV を
除いては
フランスの NGO、AIDS がスポンサーを務めるキャンペーン広告
P108 上

<社会＆環境>

Opet

The match is about to begin …
Keep your eyes on the road, not on Facebook.
Ad sponsored by Turkish petroleum company Opet.
もうすぐ試合が始まるの...
Facebook ではなく道路に目を向けておいて
トルコの石油会社 Opet が後援する広告

P108 下

<社会＆環境>

Amnesty International

- 3 years ago today. We thought you’d like to look back on this human rights violation
from 3 years ago. Hakan Yaman was brutally attacked and beaten to near death by the
police on his way home, on the 3rd of June, 2013 during Gezi Park Protests and was left
to die. Those responsible for his death are still not brought to justice.
- 8 years ago today... Ahmet Yildiz was killed by his own family on the 15th of July, 2008
because he was gay.
In order to help stop criminals getting away with crime, join Amnesty International
- 3 年前の今日。3 年前に発生した人権侵害について振り返りたいかと思いまして。
Hakan Yaman は、2013 年 6 月 3 日、Gezi Park 反対運動の最中に帰宅途中、警察に
よってひどい攻撃を受けて殴られ、そのまま放置されて死を迎えました。彼の死に対し
て責任のある人物らは、未だ正義の場に召喚されていません
- 8 年前の今日...Ahmet Yildiz は、2008 年 7 月 15 日、ゲイだからという理由で自分の家
族によって殺されました...
犯罪者が罪から逃れることを止めるために、Amnesty International に加わってください

P109 上

<社会＆環境>

Aides

International swingers day. Mix with each other. Safe together
Ad sponsored by French NGO AIDES. Cover page
国際スウィンガーズ（グループセックス）デー。互いに交わろう、安全に（交わりを表

すように、綴りがわざとばらばらになっている）
フランスの NGO、AIDES が後援する広告
表紙の作品
P109 下

<社会＆環境>

Unicef

Reach out to a child in need
助けを必要としている子どもに手を差し伸べましょう

P110-111 <旅行＆レジャー>

Tourism Ireland

Outdoor campaign titled “Doors of Thrones” for Tourism Ireland, referencing the series Games of
Thrones and designed to celebrate the country’s connection with the award-winning show. A
series of 10 beautifully crafted doors were carved from trees that fell during a storm at the show’s
filming location, each depicting an episode from the show’s Season 6. These were hung in pubs
at various tourism hotspots across the country.

Tourism Ireland による「王座（スローンズ）のドア」と題された屋外広告。「ゲーム・
オブ・スローンズ」シリーズに言及し、数々の賞を受賞した同作とアイルランドとの繋
がりを讃えるために作られた。美しく彫られた 10 枚のドアは、シリーズのロケ先で嵐
の最中に倒れた木々から作られたもの。どのドアも、第 6 シーズンのエピソードを表現
している。これらはすべて、国中の人気観光スポットにあるパブの中に掛けられている

P112 上

<旅行＆レジャー>

Air Asia

For the cost of economy on other airlines you can relax in one of our award winning
flatbeds.
ほかの航空会社のエコノミー運賃程度で、受賞歴のあるフラッドベッドに寝て寛ぐこと
ができますよ

P112 下

<旅行＆レジャー>

Hotel Tonight

- Grandma’s ready. So is your “guest room.” Here’s another thought: Visit, don’t stay.
- Ready for the holidays? Cousin Gary is. And he can’t wait to talk in his elf voice. Visit,
don’t stay.
- Ready for Aunt Mary’s annual charades tournament? This holiday- visit, don’t stay.
- おばあちゃんが待ち構えてる。あなたの「客用部屋」も。でも、こうしてみてはどう
だろう：滞在せずに訪問だけで

Error!
Reference source not found.
- 休暇の準備はできた？いとこのゲイリーはできてます。得意の妖精声で話すのが待ち
きれないみたい。だから：滞在せずに訪問だけで
- 毎年恒例、メアリーおばのジェスチャーゲーム大会の準備はできた？でも今回の休み
は：滞在せずに訪問だけで

P113

<旅行＆レジャー>

Yeti

- Take the road less traveled than the road less traveled. Yeti coolers are built to be
indestructible and keep ice for days. Built for those who seek out nowhere. Built for
homes with four wheels. Built for seeing all 7 billion wonders of the world. Built for the
wild.
- The crazy part? You’re going to let it go. Yeti coolers are built to be indestructible and
keep ice for days. Built for beaches without umbrella drinks. Built for grand slams and
holy grails. Built for the moments you’ll never release. Built for the wild.
- Merrily, merrily, merrily, merrily … Yeti coolers are built to be indestructible and keep
ice for days. Built for those who ride the wave train. Built for surviving nature’s spin
cycle. Built for rowing your boat down not-so gentle streams. Built for the wild.
- No sleep till brisket. … Built for working the day-into-night-into-day shift. Built for smoke
charmers. Built for creating masterpieces on butcher paper. Built for the wild.
- あまり人が通らない道よりもさらに人通りのない道を行こう。Yeti のクーラーボック
スは壊れないし、数日間氷を保存できます。どこでもない場所を探し求める人にぴった
りです。4 つの車輪がついた家にぴったり。全世界の 70 億もの不思議を見たい人にぴっ
たり。自然にぴったり
- クレイジーな点？それは言わないで。Yeti のクーラーボックスは壊れないし、数日間
氷を保存できます。パラソルのついた飲み物などないビーチにぴったり。グランドスラ
ムや至高の目標にぴったり。あなたが絶対に手放さない瞬間にぴったり。自然にぴった
り
- 楽しく、陽気に、楽しく、陽気に... Yeti のクーラーボックスは壊れないし、数日間氷
を保存できます。波の列車に乗りたい人にぴったり。自然の回転サイクルを生き抜く人
にぴったり。あまり穏やかではない川の流れにのってボートを漕ぎたい人にぴったり。
自然にぴったり
- 胸肉にありつくまでは眠らない...徹夜のシフトにぴったり。煙の達人にぴったり。包
肉用紙の上で極上の品を作るのにぴったり。自然にぴったり

P116 上

<学生コンテスト>

AT&T

2003 – 2014. Iraq war: 4,491 U.S. casualties.
Texting & driving: 33,000+ casualties. Drop your weapon.

2003〜2014 年。イラク戦争：アメリカ兵減損数 4,491

運転中のメール：死傷者数 33,000 名以上
武器を捨てろ

P116 左下

<学生コンテスト>

Wendy’s

Because beef fails when it’s freezing
Fresh, never frozen beef.
牛肉を冷凍しては鮮度が落ちるので
決して冷凍せず、新鮮なものを

P116 右下

<学生コンテスト>

Post-It

Holds as long as you want.
望むだけ長持ちします

P117 上

<学生コンテスト>

Band-Aid

Cover something nasty with something nice.
イヤなもの、イイもので隠そう

P117 左下

<学生コンテスト>

Novaturas

In winter, we all need to get warm.
50% off for trips to southern destinations.
Ad for travel agency Novaturas.
冬になると、人にはみんな暖かさが必要になってくる
南部への旅、50%オフ
旅行代理店 Novaturas の広告
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P117 右下

<学生コンテスト>

Pedigree Dentastix

More teeth more problems

Your dog has more teeth than you do.

Ad for Pedigree Dentastix.
歯があればあるほど、問題も増えるのです

あなたの犬は、あなた自身よりも歯が多いから

Pedigree Dentastix の広告

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

Find out

116-117 ページで紹介したのは 2017 年度 Lürzer’s Archive 国際学生年間賞の
ネー ト作品です。

ノミ

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。

P118-119 <クラシック>
This spread is dedicated to legendary UK art director Alan Waldie, who died last
December aged 76. For more of Waldie’s work, see the detailed blog article by
Dye at davedye.com/tag/alan-waldie.

Dave

ここでは、昨年 12 月に 76 歳で死去した伝説的な英国のアートディレクター、
アラ
ン・ウォルディーの作品を特集します。彼の作品についてもっと知りたい方は、Dave
Dye による詳しいブログ記事をご覧下さい→ davedye.com/tag/alan-waldie

P118 上

<クラシック>

Benson & Hedges

Ad for Benson & Hedges brand cigarettes from 1977.
1977 年制作、Benson & Hedges たばこの広告

P119 下

<クラシック>

Benson & Hedges

Another example of a print ad for Benson & Hedges, dating from 1977.

こちらも 1977 年に制作された、Benson & Hedges の広告

P120 下

<クラシック>

Vauxhall

Vauxhall introduces the world’s least portable radio
At Vauxhall, we’re as keen on convenience and portability as the next person. Unless, of
course, the next person happens to be a thief. The fact is, almost 30% of crime in the
UK in the last decade involved vehicles. So you’ll forgive us if we’ve made the new
Astra’s audio system an immovable feast. …
Ad for Vauxhall (1992).
Vauxhall による、世界で最も「非携帯型の」ラジオです
Vauxhall は、我々の隣にいる人と同じくらい利便性や携帯性の追求に夢中になっていま
す。ただ、その隣にいる人というのが泥棒である場合は話が変わってくるのですが。実
は、過去 10 年において、英国の犯罪件数のうちほぼ 30%が自動車に関連しているので
す。ですから、我々が新型 Astra のオーディオシステムを動かせないものとして搭載し
ても、皆さん怒らないでくださいね…
Vauxhall の広告（1992 年制作）
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<オーディオ＆ビデオ>
1 Mercury Music Group France

“#YouDontSayNoToMetallica”

A little boy is impatiently waiting for Grandma to allow him to open his gift. Somewhat baffled, he
unwraps it to find himself holding a pair of gloves that have space for only his thumb, index finger,
and little finger. The old lady provides a little assistance, performing the notorious “mano cornuta”
metal salute, something we would not exactly have been expecting in such a genteel setting. TVC
for the new album from Metallica.

少年が、祖母からプレゼントを開けていいと許可されるのをそわそわと待っている。ど
こか複雑そうな様子で彼がプレゼントを開けてみると、中にあったのは親指と人差し指、
それに小指だけが入る手袋だった。すると祖母はこうするのよというように、こんな上
品な場で目にするのは意外な、悪名高い「コルナ」のジェスチャーをしてみせる。メタ
リカのニューアルバムの宣伝作品。
<オーディオ＆ビデオ>
2-3

Apple Music “Taylor vs. Treadmill,” “Drake vs. Bench Press

Taylor Swift is up first, selecting a song by Canadian rapper Drake to sing along to during her
cardio workout, during which she gets so much into “Jumpman” that she slips off the treadmill
onto the floor – but goes on singing. A few months later came the reply from Drake, doing his
bench press routine to a Taylor Swift song and evidently overstretching himself just a little ... Both
of the spots are for Apple Music.

まずはテイラー・スイフトが、カナダのラッパーであるドレイクの歌を選んでカーディ
オトレーニングに励むが、その最中にドレイクの曲「Jumpman」に夢中になりすぎて、
ランニングマシンから滑り落ちてしまう...しかしそれでもなお、歌い続けるのであった。
数ヶ月後、今度はドレイクがテイラーの曲を聴きながらバーベルを持ち上げるトレーニ
ングに励み、ちょっと張り切りすぎてしまうことに...以上、Apple Music の作品。
<オーディオ＆ビデオ>
4 Samsung

“Sink”

A young man scrawls his phone number onto the hand of a woman he’s rather taken by and
spends the next few days vainly waiting for her to call. Just at the moment when she calls, he
drops his phone into the half-filled sink. For the new Samsung Galaxy S7, however, water does
not appear to be a problem – quite unlike the danger of exploding batteries that put this selfsame
model in the news this past year.

青年が、心惹かれた女性の手に自分の電話番号を走り書き、その後数日間むなしく電話
を待つ。しかし、とうとう彼女が電話をかけてきたとき、彼は携帯を半分水のたまった
シンクに落としてしまう。でも、新型 Samsung Galaxy S7 にとって、水など問題では
ないようだ – ちょうど昨年、バッテリーが爆発する危険性があった同モデルとはだい
ぶ異なるらしい。
<自動車>
5 Jeep

“Portraits”

To mark the 75th anniversary of Jeep, we are shown a succession of black-and-white shots of
persons who have used a Jeep – in either war or peacetime – down through the years, among
them both familiar and less familiar faces. And it is these people, we learn, who make a Jeep
what it is.

Jeep の 75 周年を記念して映し出されるのは、これまで Jeep を愛用してきた人々のモ
ノクロ写真。戦時中のものもあれば、平和の最中のものもある。また、よく見知った顔
もいれば、見慣れぬ顔もいる。彼らこそ、Jeep という存在をかたちづくってきた人々
なのだ。
<自動車>
6 Volvo

“ABC of Death”

After Johnnie Walker, another ingenious piece of work from Filmakademie Baden-Wurttemberg.
In fresh and amusing manner, student director duo Dorian & Daniel spell out to us the ABC of
Death.

Jonnie Walker に次いで、またも Baden-Wurttemberg フィルム・アカデミーから独創性
のある作品が誕生した。新鮮かつ観る者を楽しませるやり方で、学生監督コンビの
Dorian & Daniel が「死にまつわる ABC」を紐解く。
<自動車>
7 VW

“Fast Film”

To promote the new Golf GTI in Argentina, a professional driver was hired to cover a distance of
100 meters in the three seconds it takes the car to do this, scenes from the specially created set
he races past being filmed from an in-car camera. In addition to the fast version, the film can also
be watched in slow-motion.

アルゼンチンで新型 Golf GTI を宣伝するためにプロのドライバーが雇われ、100 メート
ルほどあるセットを 3 秒で走り抜けることに。特設セットを通り過ぎる様子は、車内に
設置されたカメラで撮影された。この高速バージョンに加え、スローモーション編も見
ることができる。
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<自動車>
8 VW

“Barry’s Volkswagen Beetle Story”

A man invites us to share in his childhood memories and the part play in all this by the old goldcolored VW Beetle he used to own. Years later, a lot has changed, the car is long sold, and he is
standing on a beach. But then along comes his brother driving that very same old Beetle. Another
example, in other words, of how to “Share your Memories.”

ひとりの男性が、子どもの頃の思い出を語る。数々の写真の中にはいつも、自身が
乗ってきた金色をした VW Beetle の存在があった。ときが経ち、多くのことが変わった。
あの車はとっくに売り払い、彼はビーチに立っている。しかし、そこに現れたのが、
あの金色の Beetle を運転する弟であった。「あなたの思い出を共有しよう」
とい
うテーマを体現したさらなる一例である。
<自動車>
9 Opel

“Racing Faces”

A turbine is turned on, causing the fur of a variety of animals caught in the “breeze” to, er, flutter a
little and transforming their faces into wildly grinning expressions of pleasure and exhilaration.
Yup, that’s about the way speed must feel when driving Opel Motorsport.

タービンが回り始め、いろんな動物たちの毛皮が「そよ風」にはためきはじめる。 す
るとみんなの表情が、喜びと興奮を示す大きな笑顔に変化した。
そう、それ
こそ Opel Motorsport を運転しているときに体感するスピードなのだ。
<自動車>
10

Toyota

“Annoying Dad”

A conversation between father and daughter in the car suddenly veers off in a rather unpleasant
direction. It is all well-intentioned enough when Dad launches into a homily on the subject of sex
education. Shortly before he can get the word “vagina” out, however, the commercial comes to an
abrupt end. The message from Toyota: Time to get a license of your own!

車内での父と娘の会話が、なにやらよろしくない方向に逸れていく。父は意図的に、
長ったらしい性教育の説教に突入したのである。しかし、彼が「膣」の言葉を言いかけ
た瞬間、コマーシャルは突如終了する。
Toyota からのメッセージ「そろそろ自分の運転免許を取得すべし！」

P125
<自動車>
11

VW

“Father”

A young woman spends a lot of her time wondering why her father abandoned her as a child. As
she ponders these matters, images of the father are intercut, culminating in a taxi ride he takes
right in front of her own car. Momentarily distracted, she in fact almost rear-ends the taxi but the
VW braking system kicks in to prevent an accident – and the two continue their day, blithely
unaware they came so close to being reunited.

若い女性は、どうして自分が幼いときに父に見捨てられたのだろうといつも悩んでいた。
このことを考えている最中に、彼女が運転する車のちょうど前を走るタクシーに乗る父
の姿が挿入される。一瞬気をとられた彼女はタクシーに追突しそうになるも、VW のブ
レーキシステムが作動し、事故を逃れることができた。そして２人は、再会まであと少
しだったことにも気づかぬまま、それぞれの一日を続けていくのだった。
<自動車>
12

Audi

“Wind”

The new Audi S5 Coupé is so sleekly designed it takes even the wind’s breath away. Whenever
the car dips down on a hilly road affording only restricted visibility, the wind eases for a while, only
to come surging back across the prairie in an attempt to keep up as the car heaves back into
view.

新型 Audi S5 Coupé があまりにスマートな設計のため、風でさえ息を飲むことに。その
ため、車が小山の続く道を走り姿が見えなくなると、風はしばらく弱まり、車が再び視
界に入ってきたところで、また大草原を波立たせるのであった。

<アルコール飲料>
13

Heineken

“Chorus”

Heineken fans from all over the world, ranging from window cleaners to hairdressers, office
workers to kitchen workers, first sing alone – to the great amusement of those around them –
before coming together in a sold-out soccer stadium to form a choir. The encore is a little duet
between two of the guys, one of whom comes pretty close to capturing the Freddy Mercury
falsetto.
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窓の清掃員から美容師、オフィスで働く人、調理人にいたるまで、世界中の Heineken
ファンたちが周囲の人々に不思議な目で見られる中、はじめは一人で歌っているが、最
後には満席のサッカー競技場に現れて合唱する。アンコールは 2 人の男性のちょっとし
たデュエットになり、うち一方はフレディー・マーキュリー並みのファルセットを披露
する。
<ノンアルコール飲料>
14

McDonald’s

“Acceptance”

An embarrassed silence between father and son as they sit facing each other in a McCafé.
Written on the coffee cup he has placed in front of his father are the words: “I like boys.”
As
the situation becomes ever more tense, the father gets up and leaves – only to reappear a
short while later, picking up the pen and inserting the words: “I accept that you like boys”
on
the very same cup. Pay-off: Say it over coffee.

McCafé で向き合う父と息子の間に、気まずい沈黙が流れる。息子が父の前に置いた
コーヒーカップには、こう書かれていた。「僕は男の子が好きだ。」状況がますます緊
迫する中、父は立ち上がってその場を去ってしまう。しかし、間もなく戻ってきて、ペ
ンを取り上げて先ほどのカップに言葉を付け足した。「お前が男の子を好きだというこ
とを受け入れるよ」
キャッチコピー：コーヒーを飲みながら話そう。
<子ども>
15

Tommee Tippee

“The Cutest Cause”

Baby bottle producer Tommee Tippee has discovered a way of extending its customer base.
Customers can give old conventional baby bottles to animal shelters to be used to nurture their
newborn. Once the old bottle has thus been disposed of for a good cause, customers can – their
conscience now eased – reach for the new-style Tommee Tippee bottle.

哺乳瓶を製造する Tommee Tipper は、顧客層を広げる方法を発見した。それは、顧客
が使っていた従来の哺乳瓶を動物の保護施設に寄付してもらい、そこで生まれる動物の
赤ちゃんに使ってもらうという方法だ。こうして善い目的のために古い瓶を手放した顧
客は、良心のとがめなく新しい Tommee Tipper 哺乳瓶を手にすることができるという
わけである。
<コンピューター>
16

Apple

“Bulbs”

As Rossini’s William Tell Overture plays in the background, we see a seemingly never-ending
series of light bulbs in a nighttime city scene pop one after the other, domino-like and at a speed
matched to that of the music. Meanwhile, intercut images of humankind’s most important

inventions rapidly flash by as milestones of scientific progress.
A
commercial for Apple’s Mac Book Pro, hailing it as “a tool for all the ideas to come.”

ロッシーニの「ウィリアム・テル序曲」が流れる中、その音楽に合わせて、夜の街に
延々と続く電球がドミノのように次々と点灯する。そこに、人類史上最も重要な発明が、
科学の進歩の金字塔として矢継ぎ早に挿入されていく。「未来のアイデアのための道
具」として Apple の Mac Book Pro を讃えた作品。
<化粧品>
17-18

Williams – Sensitive Skin

Two pathetic specimens demonstrate once again that the male of the species can sometimes be
rather wimpish: one of them collapses upon seeing a syringe while the other acts as if he is on his
deathbed when all that he has is a temperature. The skin of the two men – no less sensitive than
the man inside – is cared for by the Williams range of shaving products.

２人の人物が、人間の中でも男性はやっぱりどこか弱虫になることがある、というのを
実演してみせる。一方は注射器を見ただけで倒れるし、もう一方は、ただ熱を計るだけ
なのにまるで死の床にいるような振る舞いをする。中に宿る男性に負けず劣らず敏感
な、この２人の男性の肌は、Williams のひげ剃り製品でお手入れされています。
<エンターテイメント>
19

Ubisoft

“The Change”

Unlike the preceding videogames, which were predominantly set in the 19th century, the new
product – which goes by the name of Far Cry Primal – from Ubisoft takes us back to prehistoric
times. And this time it is less about sophisticated weapons systems, which – of course – did
not exist back then anyway, but about the will to fight for survival. It does, after all, take a whole
lot of courage to attack a saber-toothed tiger with just a bone.

主に 19 世紀を舞台とすることが多かった従来のビデオゲームとは異なり、Ubisoft が発
表する「Far Cry Primal」と題された新製品は、有史以前にまでさかのぼる。だからこ
そ、これは優れた武器云々というゲームではなく – いずれにせよ当時そんなものは存在
しないが – 生き延びるために戦う意志がテーマになっている。何せ、骨ひとつで剣歯を
持ったトラを攻撃するのだから、相当な勇気が必要なのだ。
<ファッション>
20

Burberry

In quite dramatic fashion, the latest Burberry campaign features a three-minute trailer for a nonexistent movie on the life of the label’s founder, Thomas Burberry. Directed by award-winning
British filmmaker Asif Kapadia, and boasting actors such as Domhnall Gleeson and Sienna Miller,
this sneak peek cleverly makes the viewer almost crave for a full-length movie to fill in the gaps.

Error!
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Burberry の最新キャンペーンは、非常にドラマチックな様式で、同レーベルの創立者で
あるトーマス・バーバリーの生涯を描いた架空の映画の 3 分間にわたる予告編になって
いる。受賞歴のある英国人映画監督アジフ・カパディアがメガホンを取り、ドーナル・
グリーソンやシエナ・ミラーといったそうそうたる俳優を迎えた予告編は、思わず全編
が見たくなるように巧みにつくられている。

P126
<ファッション>
21

Åhléns

“No Limits”

Apparel line Ahlens line ponders whether clothing is subject to any age limits, flashing suggested
upper ages onto the screen alongside various items. None of those featured in the commercial
appear to consider this of any relevance to them, most especially the very assertive woman who,
in no uncertain terms, says she does not care what others say or think. “Go and annoy someone
else,” she hisses.

アパレル企業の Ahlens は、服が果たして年齢を制限しがちであるのかどうか、さまざ
まなアイテムとともに上の年代の人々を画面に映し出す。しかし、本作に登場する人々
は皆、そうとは考えていないようだ。中でも非常に強く主張する女性は、断固とした調
子で他人の言葉や考えに惑わされないと述べる。「誰かほかの人のところに行って邪魔
しなさいよ」と追い払うのだった。
<ファッション>
22

H&M

“Come Together”

This Christmas, fashion chain H&M surprises us with a train commercial. Conductor Adrien Brody
advises passengers that, due to bad weather and mechanical problems, they will be arriving
several hours late. On December 25 of all days! Yet help is at hand. The entire train crew
spontaneously celebrates Christmas with the passengers. As always in the case of Wes
Anderson, a highly colorful commercial.

今回のクリスマスに、ファッションチェーン店の H&M は列車の作品で視聴者を驚かせ
る。運転士のエイドリアン・ブロディは、悪天候と機械の問題のため、数時間遅れて到
着する旨を乗客に告げる。よりによって 12 月 25 日だというのに！しかし、そこに救い
の手が。列車のスタッフ全員が、乗客らとその場でクリスマスを祝うことに。ウェス・
アンダーソン作品にはお馴染みの、非常にカラフルな作品である。
<ファッション>
23

Kit and Ace

“Pause For a Moment”

A man decides to spend Christmas alone in the woods – far away from family, friends, and

(ex-)girlfriend. We watch and listen to him as he wrestles with doubting thoughts about
relationships,
engages in reflection and nostalgia, and ponders life in general. Finally, however, he decides to
return to the promises he “has to keep” and to give the relationship another chance. A spot from
Canadian menswear and womens wear producer Kit and Ace.

ひとりの男が、家族、友人、（元）彼女から遠く離れ、森の中で孤独にクリスマスを過
ごすことにする。彼は人間関係に対する不信感と格闘し、内省や郷愁の念にかられ、人
生そのものをじっくり考えていた。そしてついに、「守らなければならない」約束を果
たすため、そして恋人との関係にもう一度チャンスを与えるために戻ることにするの
だった。カナダの男性服・女性服ブランド Kit and Ace の作品。
<食品>
24

Burger King

“Halloween”

Spooky ghost-like sheets are covering the building of assumed restaurant chain McDonald‘s,
which, little by little, in fact turns out to be … Burger King. Trick or Treat!

不気味な幽霊みたいなシーツが、McDonald’s とおぼしき店の建物を覆っているのだが、
少しずつ全貌が明らかになっていくと...実は Burger King だった。お菓子をくれなきゃ
いたずらするぞ！
<食品>
25

Quaker Oats

“Quaker – From the Mighty Oat”

Essential to a lunar expedition is not only scientific curiosity but the courage supplied by the right
breakfast. For Buzz Aldrin, recalling his 1969 moon trip on the Apollo 11 mission, there is nothing
to beat Quaker Oats.

月の調査に向かうにあたり欠かせないものといえば、科学的な好奇心のみならず、適切
な朝食によってもたらされる勇気である。バズ・オルドリンが 1969 年に行ったアポロ
11 号の月面調査旅行を振り返るときに、何よりも外せないのが Quaker Oats だった。
<食品>
26

Edeka

“#Zeitschenken”

A further commercial critical of our consumerist culture in which we are reminded that the most
valuable thing we can give our children at Christmas is, and remains, our time. A spot for
supermarket chain Edeka.

大量消費文化を批判した本作によって、人がクリスマスに自分の子どもに与えてあげる
ことができて、その後も残る一番価値あるものとは、私たちの時間だということを気づ
かされる。スーパーマーケットチェーン店 Edeka による作品。

Error!
Reference source not found.
<食品>
27

Danone Actimel

“The Teacher”

To 1977 classic “Stayin’ Alive” by the Bee Gees, and fortified with Danone’s Actimel, a teacher
energetically dances her way through the day. Keeping the kids in the math class under control is
just as easy as helping out with the cheerleaders in gymnastics. Actimel contains Vitamin B6,
which is claimed to combat fatigue and exhaustion.

1977 年にビージーズが発表した名曲「ステイン・アライブ」にのせて、Danone の
Actimel で栄養価を高めた教師が、元気よく一日を過ごす。算数の授業で子どもたちを
統率するのは、体育でチアリーダーたちに手を貸すのと同じくらい容易いことだ。
Actimel には倦怠感や疲労に効くといわれている、ビタミン B6 が含まれている。
<食品>
28

Dove

“Each and Every Day”

From childhood through to a very old age, a woman remains true to her motto of living every day
as if it’s the only one. A commercial playing to the accompaniment of Edith Piaf’s hymn “Non, je
ne regrette rien.”

ある女性は、子どものときから高齢になるまでずっと、まるでそれが唯一であるかのよ
うに、自身のモットーに忠実に暮らしている。エディット・ピアフの賛美歌「水に流し
て」を BGM に起用した作品。
<食品>
29

McDonald’s

“Juliette The Dole”

However many Christmases may go by, there is a wooden doll a toy shop owner never manages
to sell. Tired of always being left on the shelf, the doll just longs for company, gazing out in
fascination at the laughing faces in the McDonald’s across the street. One day, she simply hops
down and decides to take her destiny into her own hands …

いくつものクリスマスが過ぎても、玩具店の店主がどうしても売り払えない木の人形が
ある。いつも棚に置いてきぼりになるのに飽きた人形は、ただ仲間が欲しくて、通りの
向かいにある McDonald’s にいる人々の笑顔をうっとりと見つめていた。
ある日、
とうとう彼女は飛び出して、自分の手で運命を切り開いていこうとする...。
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<食品>
30

McDonald’s

“There Is Only One Big Mac”

A castaway on a lonely island is desperately trying to make the best use of the resources
available to him in order to build a copy of the one and- only Big Mac. After his attempt fails, there
is only one option left to him: to build a raft and set off across the water in search of the original.

誰もいない島に漂流した男が、そこにある材料だけでなんとかあのビックマックを 真
似たものを作ろうと四苦八苦する。しかし、その試みが失敗に終わったとなれば、 残
された選択肢はひとつしかない。いかだをこしらえて、本物を探しに海に出るのだ。
<食品>
31

McDonald’s

“Mouths”

Be it man or woman. Some of them have their mouths hanging wide open, aria-like melodies
issuing forth. They must have all just enjoyed a McDonald’s burger, magnificent songs being
sung in its praise.
男でも女でも。中には大口を開けて、アリアのようなメロディーを吐き出している者もいる。
みんなきっと、ただ McDonald’s のハンバーガーを味わい、称賛の歌を歌っているにちがいない。

<食品>
32-33

McDonald’s

“American Summer”

A B-list movie actor explains how a McDonald’s burger forms part of the very special technique
he uses to get himself in the ultimate frame of mind when on set. Meanwhile, a student takes an
exam in very laidback fashion – perhaps too laidback, in fact. Commercials promoting the
McDonald’s Summer Game competition, which promises a 100 per cent chance of winning.

B 級映画俳優が、セットで心構えを保つにあたって実行する特別なテクニックに、
McDonald’s のハンバーガーが役立っていることを説明する。一方では、ある学生が非
常にリラックスした様子で試験を受けているが、どうもリラックスしすぎているらしい。
ハズレがないという、McDonald’s のサマー・ゲーム大会を宣伝した作品。
<ハウス＆ガーデン>
34

Nice Group

“Dating”

As a young couple sit arguing, the young lady begins, under the watchful gaze of the inquisitive
guests, to throw all kinds of sauces and liquids at him, turning his shirt into one huge blob of
various different stains. Yet this will not be problem for Paos detergent to deal with. Proof is
provided by a before-and-after GIF. A happy ending, therefore, for both shirt and couple.

一組の若いカップルが席で口論になり、周囲の好奇の目を受けつつ、女性の方がありと
あらゆるソースや液体を男性に向かって投げつけて、彼のシャツを台無しにする。しか
し、Paos 洗剤にとってはこんなの朝飯前。その証拠が汚れる前・後の GIF で提示され
る。というわけで、シャツにとってもカップルにとっても幸せな結末を迎えるのだった。
<その他>
35

Anuncio Lotería de Navidad

“Carmina”

Commercials for the Christmas lottery in Spain can look back on a long tradition. When the TV
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presenter repeats last year’s winner, an elderly lady checking her numbers thinks she is the lucky
one. As she goes nuts with excitement and includes the whole town in her overwhelming joy, the
relatives and all others involved decide, thinking this best, to let her believe she is indeed the
lucky winner and join her in celebratory mode.

長きに渡る伝統を振り返ることができる、スペインのクリスマス宝くじのコマーシャル。
テレビの司会者が昨年の賞金獲得者を再度告げたとき、ある老女が自分の番号を確認し
て、当たったと勘違いしてしまう。興奮状態になり、街中を巻き込んで喜びに浸る彼女
の姿に、親類や周囲の人々は、彼女こそが当選者だと信じ込ませたままにしておこうと、
お祝いモードに加わるのだった。

<その他>
36

Nano Lab

“Chemical Poetry”

We see impressively assembled footage of converging-and-separating images created by French
creative duo Roman Hill and Paul Mignot. At their creative studio Nano-Lab, which the spot is
advertising, they make use of chemical reactions and abstract macro imagery to produce what
they call their chemical portfolio.

フランスのクリエイティブ・コンビ、Roman Hill と Paul Mignot が見事に組み立てた、
集合しては離れていくイメージの数々。本作が宣伝しているクリエイティブ・スタジオ
Nano-Lab では、化学反応や抽象的なマクロのイメージを用いて、「ケミカル・ポート
フォリオ」と呼ぶものを制作しているという。
<その他>
37

Norsk Tipping

“Miami”

A young woman accompanied by an older Indian lady gives us a peek into her life of luxury. The
women we originally took to be best friends have, however, a rather different relationship than
that we imagined it to be. A flashback tells us why: the young woman buys a lottery ticket from
the Indian tobacconist and promises that, in the event of a win, she will share her fortune with her.
Promise given, promise kept.

やや年配のインド人女性を従えた若い女性が、自分の贅沢な暮らしぶりを披露する。
一見、インド人女性は彼女の親友かと思ったが、どうも想像とは違う関係のようだ。
回想によってその理由が明らかになる。実は若い女性はインド人のたばこ屋から宝くじ
を購入し、もしも当たったら、そのときは彼女と富を分け合うと約束していたのだ。
約束が交わされ、果たされたというわけである。
<その他>

38 - 39

Nemo Science Museum

Discover what else you can do with everyday inventions at NEMO. A refreshing series of spots
seeking to stimulate interest in the NEMO Science Museum in Amsterdam. We learn that insight
into technological systems can bring forth new, occasionally futile constructions and inventions
that get us chuckling – and are also designed to make us want to visit the museum.

日々の発明で何ができるだろうか、それを NEMO で見つけてみよう。アムステルダム
にある NEMO 科学博物館に対する興味を煽るような、斬新な作品たちである。機械シ
ステムをより詳しく見ていけば、新しくてときになんの役にも立たないようなものや、
クスっと笑ってしまうような発明が出来上がるようだ。おかげで、博物館を訪れてみた
い気にさせられる。

<オフィス用品>
40

HP

“Reinvent Giving”

A sensitive young musician is very protective of his younger brother, doing all that he can to serve
him up with a really big surprise. Since the latter is deaf, able only to “watch” the music at his
brother’s gigs, the brother develops, with the help of HP technology, a sophisticated system
enabling music to be transformed into vibrations and colors, whereupon the younger guy follows
in his big brother’s footsteps and passionately begins to play himself – and no longer just air
guitar.

感性豊かな若い音楽家は、弟のことをとても気にかけていて、とある大きなサプライズ
をしかけようと力を尽くしていた。弟は耳が聞こえず、兄のライブでも音楽を「見る」
ことしかできないため、音楽家は音を振動や色に変換するという HP の高度なシステム
の力を借りることに。こうして弟は兄の後に続いて、もはやエアーギターではなく、
自分でも熱心に音を奏で始める。
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<ペットフード>
41

Whiskas Temptations

“Keep Them Busy”

As lights flash and the cat flaps are opened, we witness a collective feline onslaught on a tree
and gifts on display in this very special Christmas tableau. Velvet paws do what they only they
can do best when left free to roam, wreaking chaos and havoc. Yet there is one thing they are
even less able to resist: Whiskas Temptations.

ライトがついてネコ用の扉が開くと、ネコたちがいっせいに木やそこに置いてあるプレ
ゼントに対して猛撃態勢に入るクリスマスの特別作品。自由に動き回ることを許された
滑らかな手足は、カオスと大混乱という得意技を披露する。しかし、それにも増して
彼らがあがなえないのが、Whiskas Temptations であった。

Error!
Reference source not found.

<医薬品＆OTC>
42

DuoResp Spiromax

“Bad Barrista”

A hipster barista shows us what it really means to stir up a coffee shop. Instead of names, he
scribbles pejorative descriptions on the cups. Anarchy reigns when the cups, now ready for
collection, come to be distributed. Who is Blondie? And who thinks it’s right for him to be called
“Old guy”? A TVC for asthma spray DuoResp Spiromax, a product made by TEVA London, which
once again demands “The Right Name: for the Right Prescription.”

カッコつけたバリスタが、コーヒーショップを本当に沸かせる手法を披露する。つまり、
名前ではなく、カップに軽蔑的な名称を書き記すのだ。当然、出来上がった品物を手渡
すときには混乱が生じる。「金髪」って誰のこと？なんであの人が「年寄り」と呼ばれ
ていいわけ？と。「正しい処方箋には正しい名前を」と再度訴える、TEVA ロンドンが
制作した DuoResp Spiromax ぜんそく用スプレー薬のコマーシャル。
<出版、メディア>
43

Amazon

“Vicar & Imam”

A vicar and an imam have developed an uncommon friendship. Despite their different beliefs,
they share the same idea for a Christmas present – ordered on Amazon Prime – to give each
other. Did you guess what that might be …?

カトリックの司祭とイスラム教のイマームが、めずらしい友情を築いている。信念は
違えど、２人とも Amazon Prime で頼んだ互いに贈るクリスマスプレゼントについては、
同じアイデアを抱いていた。さて、中身はいったい…？
<出版、メディア>
44 - 45

Facebook

“Hide”, “Unfollow”

We see people, both young and old, getting worked up about Facebook, about posts and tweets
they don’t want to see, and the worst thing of all – a constant stream of cat pictures! Interestingly,
it is Facebook itself that is behind the campaign, presenting a new feature that hides unwanted
messages.

若者も年配者も、見たくない投稿やツイートなど、Facebook のことで興奮気味に語る。
中でも一番目にしたくないもの、それは延々続くネコの写真なんだ！面白いことに、
このキャンペーンを制作しているのは Facebook 自身であり、見たくないメッセージを
隠せる新機能を紹介している。
<出版、メディア>
46

Pathé Cinemas

A bank heist that seems to be going a little wrong … When the hostages are told to stick up their
hands, they are prevented from doing so by an invisible “glass ceiling.” Gradually, in fact, the
whole room begins to contract, causing the scene to shrink to mini-frame dimensions.
Payoff: No film ever got better by being small. Make it big. TVC for Pathé cinemas.

銀行強盗が、どうもなんだか違う方向に…。両手を挙げろと言われた人質らは、目に見
えない「ガラスの天井」の存在によって動作が阻まれる。実際、少しずつ部屋全体が縮
小していき、場面が小さなフレームの大きさへと小さくなっていくのであった。
キャッチコピー：画面が小さくちゃ、どんな映画もよくは見えない。大きく観ないと。
Pathé cinemas のコマーシャル。

<小売>
47

John Lewis

“Buster The Boxer”

Buster The Boxer looks on longingly as, late on Christmas Eve, a variety of woodland creatures
take possession of a little girl’s Christmas gift, a newly installed garden trampoline. When the girl
sees it for the very first time on Christmas morning, it is – to the amazement of the entire family –
the mutt who comes forward to break it in for her, boinging up and down ecstatically. Christmas
commercial from UK department store chain John Lewis.

クリスマスイブのこと。この家に住む少女のためのクリスマスプレゼントとして、新し
く庭に設置されたトランポリンで遊ぶ森の動物たちの姿をうらめしそうに眺めている、
ボクサー犬のバスター。クリスマスの朝に少女が初めて庭に出ると、家族全員があっけ
にとられたことに、少女を追い越してトランポリンに向かい、はしゃいで飛び跳ねてい
るのはバスターであった。英国のデパートチェーン John Lewis によるクリスマス作品。
<小売>
48

Sainsbury’s

“The Greatest Gift”

A stop-motion TVC with an undercurrent of anti-consumerism from Sainsbury’s. A father is trying
to think of the ultimate gift for his family while at the same time seeking to survive the annual
stress of Christmas fairly unscathed. But then it occurs to him that he himself is the best possible
gift … and so he comes up with the idea of producing “he” in a wide array of different models.

反消費主義を暗示する、Sainsbury’s によるコマ撮り作品。ある父親が、毎年恒例のク
リスマスのストレスをなんとか生き延びようとしながら、家族のための最高の贈り物を
思案する。そこで、自分こそが最高の贈り物なのではと思いついた彼は、さまざまなか
たちで「自分」を製作するというアイデアに辿り着く。
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<小売>
49

Georgetown Optician

“The Eye Ball”

A delightful new piece from the Georgetown Optician family. This time around, the family
matriarch’s precious original specs have gone missing and a “Was It The Butler?” style hunt is
now on to track down the miscreant. All that can be revealed here is that the villain is probably the
one we least (“… it’s always the quiet ones …”) suspected. A commercial from optometrist
Georgetown Optician.

Georgetown Optician 一家による楽しい最新作。今回は、家族の女首長の大切なメガネ
が行方不明になり、「もしや執事が犯人？」という形式の追跡が始まる。これだけは言
えることだが、悪者はいつだって一番疑うことのない、予想外の人物だということだ
（「…いつだってもの静かな者である…」）。検眼医 Georgetown Optician による作品。

<小売>
50

Otto

“Precious Time”

Life in this animated spot from Otto is played out on outsized clock hands ticking ever faster. At a
variety of different levels, we see figures stuck in the same old rut – day in, day out. With a little
effort, however, they are able to escape this seemingly merciless treadmill and reunite as a family
Time, says Otto, is the most valuable thing we can give each other, thus echoing the similar
sentiments expressed in commercials from Edeka and Sainsbury’s.

Otto のアニメーション作品において描かれる生活は、とにかく速く進む特大の時計のも
と展開される。人々は、来る日も来る日も同じ行動を繰り返すだけ。しかし、ちょっと
努力すれば、無情な終わりのない日々を逃れ、家族と再会することができるのである。
Otto は説く、時間こそ互いに贈ることのできる最も価値あるものだと。Edeka や
Sainsbury’s の作品と似た感傷が表現されている一作。
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<小売>
51

Ikea

“A Good Listener”

A further Ikea commercial tapping into the everyday life of its customers. There must have been
some kind of tiff between father and daughter, who goes rushing off to lock herself inside her
room, but we don’t find out what exactly that was. All we do see is the father patiently sitting out
the altercation – oh yes, and did we mention what he is sitting on? A spot for the new stool from
Ikea.

顧客の日常生活に入り込んださらなる Ikea の作品。今回は、どうも父と娘の間にわだ
かまりがあるらしい。娘はさっさと自分の部屋に入って鍵をかけてしまうが、原因がな
んなのかはわからない。ただ映るのは、父がわだかまりが解けるまでじっと耐えている
姿…そうそう、彼が何の上に腰掛けているかってことに触れましたっけ？Ikea の新しい
スツールのコマーシャル。
<サービス>
52

German Federation of Craftsmen

“Master”

The phrase “I will teach you relentless path of the blade” takes on an entirely new meaning in this
commercial introducing us to an apprentice hairdresser under some rather stern instructions from
his master. Clever use is made of the many tricks and devices employed in kung-fu movies in this
entertaining parody made for Germany’s federation of skilled trades by Heimat, Berlin.

「血も涙もない刃物の扱い方を教えてやる」という言葉を、まったく新しい意味で捉え
た本作。美容師の見習いが、師匠からわりと厳しい指導を受けることに。カンフー映画
に登場するたくさんの仕掛けや技を巧みに起用した楽しいパロディーは、ベルリンの
Heimat による、ドイツの熟練した産業の連合を宣伝したもの。

<サービス>
53

German Federation of Craftsmen

“Let’s Tackle It”

Deserted streets and an anarchic-looking gathering of people hatching some kind of plan. When
the cue is given, they swarm out in different directions and put their DIY skills to work to make the
city more complete. A glancing touch such as that performed by a sleight of hand is enough to
give a lady a new hairdo, to patch a burst water piper, or to fix a street lamp. A recruitment
commercial for the skilled and manual trades.

人気のない通りに、無秩序な様子の人々が、ある計画を胸に集まってくる。合図が出さ
れると、彼らはいっせいにそれぞれの方向に散らばり、自分たちの DIY の腕を使って街
をもっと完璧なものへと変貌させていく。器用な手先によって女性にヘアカットを施し
たり、漏れている配水管に継ぎを当てたり、街灯を修理したりするといった、ちょっと
した手際のよさである。熟練した手作業の業界で人材を募集するコマーシャル。
<サービス>
54 – 55 PostNord

“Freezer”, “Rocks”

A series in which we watch a couple lavishing love on each other and constantly searching
for new and crazy proof to show that he/she loves the other just that little bit more. To this end,
the most unusual and extravagant gifts are sent to and fro between the two. TVC from Swedish
postal delivery company PostNord.
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一組のカップルが、互いに惜しげもなく愛情を注ぎ、自分の方がより相手を愛している
ことを示そうと、絶えず新しくて変わった手法で証明しようとする。最後には、互いに
かつてないほどユニークで極端なプレゼントを贈り合うのだった。スウェーデンの郵便
企業 PostNord の作品。
<サービス>
56

Argos

“Yeti”

A bunch of brightly colored yetis are racing through the snowy streets of a city, delivering
Christmas post at breakneck speed as they do so. A spot for the same-day delivery Argos
promises shoppers on online orders.

色とりどりのイエティたちが、雪の積もった街の通りを滑りながら、恐ろしいほどのス
ピードでクリスマスの届け物を配達している。ネットで頼めば同日配送することを約束
する、Argos の宣伝。

<サービス>
57

Canal+

“Kitchen”

Famous protagonists from series and movies to be seen on Canal+ (in cooperation with other
channels) are the ingredients in the meal the chefs are rustling up today. Crack open a dinosaur
egg or two, add a box of cartoon characters, slice in some police car chase, and – voilà! – the
meal is ready! Pay-off: Great channels make great TV.

（ほかのチャンネルと協力して）Canal+で観ることができるシリーズ作品や映画の有名
な主人公たちこそ、本日シェフが準備している料理の材料である。恐竜のたまごを１つ
２つ割ったら、アニメのキャラクターたちを一箱加え、さらにパトカーのカーチェース
を振りまけば…じゃーん！料理の完成です！
キャッチコピー：すばらしいチャンネルが、すばらしいテレビを作り出す。
<サービス>
58

E.On Sweden

“The Solar Christmas Experience”

A man gets his wife to press an ominous-looking red button. Rather than triggering a nuclear
explosion, however, the button lights up all the hundreds of lamps that go to spark a veritable
light show staged by the Christmas decorations festooned in and around their house. Thanks
to solar energy, nobody needs to feel guilty about such lavish Christmas displays. A spot for utility
E.ON Sweden.

男が妻に、不吉な見た目の赤いボタンを押させる。しかし、核爆発が起きる代わりに、
家の中やまわりに飾り付けられたクリスマスの何百ものライトが点灯し、本物の光の
ショーが繰り広げられることに。太陽エネルギーのおかげで、こんなぜいたくなクリス
マスの飾りに対しても、誰も後ろめたい気持ちになる必要がないのだ。公共事業 E.ON
Sweden の作品。
<サービス>
59

Allegro

“English”

An elderly gent does something a little unusual for someone of his age: he decides to learn
English. But not, as we soon discover, without reason. A delightful commercial for Polish internet
platform Allegro, on which users can also buy language courses and self-study materials.

年配の男性が、その年の人間にしてはいささかめずらしい行動に出る。英語を習うこと
を決めたのだ。しかし、理由がないわけではなかったことが間もなく判明することに。
ポーランドのネットプラットホームであり、ユーザーが語学コースや自主学習教材を購
入することもできる Allegro の楽しい作品。

<サービス>
60

SickKids Foundation

“SickKids vs: Undeniable”

How many kids have to fight an unfair war against powerful diseases such as infant mortality,
kidney failure, etc. day after day? This spot from SickKids Foundation is a homage to their
bravery in the fight for life, one we can only hope they will win.

乳児死亡や腎不全といった、強力な病と対決しなければならない不公平な闘いを強いら
れている子どもはどれほどいるだろう？SickKinds Foundation による本作は、生きるた
めに闘う子どもたちに対し、打ち勝ってほしいという願いを込めて捧げられている。
P130
<社会＆環境>
61

EWG

“Setting The Bar Low”

In this wonderful spoof from non-profit organization EWG, some rather underwhelming historic
achievements are used as fictional backdrop to the spot’s key message: just how difficult can it
be for today’s firms not to meet the basic requirement that the products they manufacture do not
make consumers sick? “EWG verified” is a certification awarded to products that are not harmful
to our health.

Error!
Reference source not found.
非営利団体 EWG がおくる、素晴らしいパロディー作品。ここでは、どちらかと言えば
迫力にかける歴史的成果が、作品のカギとなるメッセージの架空の背景として起用され
る。そのメッセージとは、今日の農家にとって、消費者を病気に至らせないための農作
物を作るという基本的な条件に沿うことが、いかに難しいかということだ。「EWG 検
証済み」というのは、その農作物が人体に有害ではないことを示す認定である。
<社会＆環境>
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NZ Transport Agency “Hello”

To Lionel Richie’s 80s hit “Hello,” we watch as drivers receive text messages but are gently
persuaded, by the loved one sitting next to them, not to check them.
Pay-off: Put
me first. Drive phone free.

ライオネル・リッチーによる 80 年代のヒット曲「Hello」にのせて、運転手がメールを
受け取るが、隣に座る愛する人からよそ見しないようにと優しくなだめられる様子が描
かれる。
キャッチコピー：こっちを優先して、電話は見ずに運転してください。

<社会＆環境>
63

Depaul France

“100 Years Of...”

We watch a succession of high-speed images in which a homeless man is successively dressed
and made-up in the style of various fashion eras stretching back over the past one hundred years
… and yet, whatever the guise, he nonetheless remains homeless. Pay-off in this spot for
nonprofit organization Depaul, which campaigns for the homeless and people living in poverty: In
100 years, the face of poverty has not changed.

ハイスピードで展開する映像の中で、ひとりのホームレスの男が、過去 100 年の間に生
じたあらゆるファッションのスタイルを着こなして登場する…しかし、どれほど身なり
を変えても、男は依然としてホームレスのままである。貧困の中で暮らす人々やホーム
レスのために運動する非営利組織 Depaul の作品。
キャッチコピー：100 年経っても、貧困層の顔は変わらない。
<社会＆環境>
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“Pellet Shot”

When a rifle is raised to hit a pigeon in the eye, that itself is disturbing enough; but what if human

eyes become the target of pellets? Each year, hundreds of unarmed individuals are targeted by I
ndia’s military for taking part in protest marches.

ライフルがハトの目を狙っているだけでも不快だが、人間の目が銃弾の標的になったら
どうだろう？毎年、武器を持たない何百という人間がインドの軍隊の標的となり、抗議
デモに参加することを強いられているのである。
<社会＆環境>
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Amnesty International

“Gay Turtle”

Imagine a salesperson in a Turkish pet shop selling tortoises and adding that they are gay.
Reactions on the part of customers speak for themselves, revealing the scale of prejudices
towards the LGBT community, which – as we here see – are very deeply rooted in Turkish
society.

トルコのペットショップでカメを売る店員が、そのカメたちはゲイだと一言添えたらど
うなるだろう。客たちの反応こそ、トルコ社会に深く根付いている、LGBT コミュニ
ティに対する偏見の幅を物語っている。
<社会＆環境>
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Sandy Hook Promise

“Evan”

As we watch a high school student gradually trying to figure out who is replying to the anonymous
messages they both scratch onto the desk in the library, a far more shocking scenario is
unraveling in the background, one that we initially all fail to notice. Sandy Hook Promise is an
organization committed to combating gun violence.

とある高校生が図書館の机に落書きしている匿名のメッセージに、誰が返信してくれて
いるのかを突き止めていくうちに、まず誰もが気づかずにいた衝撃の事実が発覚する。
Sandy Hook Promise は、銃による暴力の撲滅に従事する団体である。
<旅行＆レジャー>
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Hotel Tonight

“Cousin Becca,” “Uncle Tony”

Hotel Tonight – the booking option for all those who cannot bear the thought of having the
relatives from out of town, with all their aggravating little quirks, invade their own home.

Hotel Tonight、これは、市外からやって来て、自分たちを苛立たせるような突飛な行動
に出る親戚らが、自分の家に滞在することを考えると耐えられない、そんな人々のため
の選択肢のひとつである。
<旅行＆レジャー>
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Heathrow Airport

Error!
Reference source not found.
An elderly pair of cuddly teddies returning home at Christmas. They go through the customary
arrival procedures – passport control, baggage reclaim – before miraculously transforming into
children being given a big welcome hug by their family. Or did we miss something there...?
A
spot for Heathrow Airport.

可愛らしい年配のテディベアが、クリスマスに実家に戻ってきた。税関、手荷物の受け
取りなど、到着の手続きを進めていくが、やがて子どもの姿に変わるというミラクルが
起こり、家族からおかえりなさいのハグを受けるのだった。私たちは、何か見落とした
のだろうか…？Heathrow Airport の作品。
<旅行＆レジャー>
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S7 Airlines/OK GO

“Upside Down & Inside Out”

Band OK GO has come up with something very special to advertise S7 Airlines. To the strains
of their song Upside Down & Inside Out, they perform eccentric moves while floating in a plane
like astronauts and also persuade the crew to join in their wacky choreography.

S7 Airlines を宣伝するために、バンドの OK GO が特別な手法を思いついた。彼らの曲
「Upside Down & Inside Out」にのせて、バンドのメンバーたちは宇宙飛行士のように
機内で浮きながら変わった動きを披露し、ついには乗組員たちにも奇抜なダンスに参加
することを促す。

