LÜRZER’S ARCHIVE 02/15 : PRINT
P16-17

<オーディオ＆ビデオ>

Sony

A viewing experience like never before
Four times the detail of full HD on the new Sony 4k TV.
史上初の視聴体験を
フル HD ディテール 4 倍、新型 Sony 4k テレビ
P17 下

<オーディオ＆ビデオ>

Samsung

- Run Frodo, run.
- Hasta la vista, Barney.
Two channels, one screen.
Campaign for Samsung Oled TV and its Multiview feature, which enables viewers to
watch two different channels simultaneously on the same TV using special specs.
- ラン、フロド、ラン
- 地獄で会おうぜ、バーニー
2 つのチャンネルを、1 つの画面で
Samsung Oled TV とそのマルチビュー機能のキャンペーン広告。特別仕様によって、
一台のテレビ上で 2 つの異なるチャンネルを同時に視聴することができる
P18

<自動車>

ClassicCars.com

- Goes from 0 to soiling yourself in mere seconds.
- 1950s high schoolers loved the woodie. It fit four in the back vertically, or two
horizontally.
- Four decades later, the rev of its engine still works like a mating call.
Strapline: Drive your dream.
Postcard campaign for ClassicCars.com, an online buyer, seller and trader of classic
cars.
- ほんの数秒で、0 から最高潮へ
- 1950 年代の高校生たちが愛したもの、それはウッディー（車体上に板をつけたステー
ションワゴン）。縦なら 4 つ、横なら 2 つに対応している

- 40 年経っても、エンジンは交尾の鳴き声のごとく回転速度が上がる
キャッチコピー：夢を走れ
オンライン上でクラシックカーの売買、トレードを行う ClassicCars.com による、ポス
トカードキャンペーン
P19

<自動車>

The Museum of Automobiles

- 1958 Chevrolet Corvette. The machines do exist.
- JFK’s 1963 Lincoln Continental. Some cars don’t need to be in drive to move people.
- Winthrop Rockefeller’s 1951 Cadillac Fleetwood. The Rockefellers and their own
custom car color. Surprisingly, it wasn’t green.
- 1958 年型 Chevrolet Corvette。「マシーン」は確かに存在する
- JFK の 1963 年型 Lincoln Continental。人々の足として働く必要のない車もある
- ウィンスロップ・ロックフェラーの 1951 年型 Cadillac Fleetwood。ロックフェラー家
といえば、カスタムした車の色。驚いたことに、グリーンではなかった

P20-21

<自動車>

Sta-bil

- Be sure your hog isn’t a bore next spring.
- Make sure she wakes up hungry in the spring.
- Be sure the ol’girl doesn’t come up lame next spring.
Treat your mower with Sta-bil storage before bedding her down for the winter, so she’s
an eating machine next year.
Campaign for Sta-bil – a winter storage treatment for engines.
- お宅の大食いさんが、次の春には退屈な乗り物になっていませんように
- 彼女がまた春にお腹を空かせて目覚めるようにしておこう
- 春になって彼女が起きてみたら故障してた、なんてことがないように
あなたの芝刈り機、冬眠させる前に Sta-bil で充電しておきましょう。そうすれば、春
になっても再びもりもり食べてくれます

P21 下

<自動車>

Beetle

New Beetle. Design on the outside. Fun on the inside. 2.0L engine. 210 horsepower.
23 city mpg.
新型 Beetle。素敵な外見と、愉快な中身。2.0L エンジン。210 馬力。1 ガロンで
23 マイル走行

P24

<自動車>

Mitsubishi

The adventures of prince Deryk.
Don’t put your life in danger for so little. Use original parts.
デリク王子の冒険
ごく小さなもののために、身を危険に晒さないように。オリジナルパーツを使いましょ
う

P25

<自動車>

VW

Simply because it fits doesn’t mean it’s right. Misfuel Prevention Device from
Volkswagen.
うまくはまったからといって、それが適切だとは限りません。Volkswagen による、誤
った種類のガソリン給油を防ぐ機能

P26

<自動車>

Suzuki

Keep the danger away.
The new Grand Vitara with rearview camera.
危険を寄せ付けない
後方確認カメラ搭載、新型 Grand Vitara

P27

<自動車>

Honda

Just because it fits doesn’t mean it fits.
Posters for Genuine Honda Parts & Service in Canada.
サイズが一致するからといって、それが適切であるとは限りません
カナダの純正 Honda パーツ＆サービスによる広告

P30

<自動車>

Mercedes-Benz

See what your rear-view mirror doesn’t.
With Blind Spot Assist in your Sprinter.
バックミラーが見えていないものを捉えます
Sprinter に、死角検知アシスト搭載

P31 上

<自動車>

Mercedes-Benz

Attention Assist.
Just in case your mind drifts off the road.
アテンションアシスト機能
万が一、あなたの意識が道路から逸れてしまっている場合に

P31 左下

<自動車>

303

For you, “mint” has always been so much more than the flavor of toothpaste. – You’ve
always been the type to maintain particularly high standards for the things you love…
Ad for 303 brand car protectants and cleaners.
あなたにとって、「ミント」は歯磨き粉のフレーバーである以上の存在でしたね。あな
たは昔から、愛する物には常に手入れを欠かさないタイプでした...
303 ブランドの、防止剤・クリーナーの広告
P31 右下

<自動車>

Arctic Cat

Share our passion
情熱を分かち合う

P32

<自動車>

Mothers

Bird excrement redirector
At Mothers, we’re always thinking of ways to make the world a better place for cars. And
while some ideas may never make it onto the shelves, rest assured, we’ll never stop
innovating.
Ad for Mothers brand car polishes, waxes and cleaners.

「鳥の糞進路変更機」
Mothers では、世界が自動車にとってより良い場所になるための方法を常に考えており
ます。中には世の中に出ることのないアイデアも存在しますが、ご安心を。私たちは革
新を止めません。
Mothers 自動車ワックス・クリーナーの広告

P33 上

<自動車>

Honda

Fast the road forward. I-VTEC engines by Honda
道路を早送り。Honda の I-VTEC エンジン

P33 下

<自動車>

Mitsubishi

See what’s on your side.
Mitsubishi Lancer Evo with directional headlights.
両側も見えます
アダプティブ・ヘッドライト搭載 Mitsubishi Lancer Evo

P34

<自動車>

Toyota

We pay the same attention to our prices that we do in building our cars.
価格にも、自動車を製造するのと同じだけの注意を払っています

P35 上

<自動車>

Ford

Stare at the dot in the car for 30 seconds. Move your eyes to the empty parking space.
See how easy it is to park.
Ford Explorer with park assist. Helps you park easily.
広告内の黒い点を 30 秒間見つめて下さい。それから、空いている駐車スペースに目を
向けましょう。ほら、駐車するのってこんなにも簡単
パークアシスト機能搭載 Ford Explorer。楽に駐車できるお手伝いを

P35 下

<自動車>

Smart

Open your mind.
心を解き放て

P38

<アルコール飲料>

Bornholm Brewery

All natural.
Campaign for organic must produced at Denmark’s Bornholm Brewery.
100%自然体
デンマークの Bornholm Brewery によるオーガニックビールのキャンペーン広告

P39

<アルコール飲料>

Gordo Brewery

- Kölsch style ale.
- Barrel aged brown ale.
- West coast India pale ale.
- Dulce de leche imperial stout.
Nothing comes between me and my beer.
Campaign for the Monsieur Gordo brewery.
- ケルシュ風エール
- 熟成ブラウンエール
- 西海岸インディア・ペールエール
- ドゥルセ・デ・レチェ インペリアル・スタウト
俺とビールの仲を阻むものは何もない
Monsieur Gordo 酒造所のキャンペーン広告

P40

<アルコール飲料>

Peligroso

- Battle the cage. Follow no path
- The rebellion starts with a single shot
- 閉鎖的な世界と闘え。我が道を行け
- シングルショットからはじまる反乱

P42

<ノンアルコール飲料>

Coca Cola

Open happiness
幸せの蓋を開けよう

P43

<ノンアルコール飲料>

Good Night

A million miles from awake
Campaign for a beverage that helps to relieve feelings of stress and provides for better
sleep.
目覚めから 100 万マイル離れて
ストレスを取り除き、快眠を促進する飲料のキャンペーン広告

P44 <ノンアルコール飲料>

Nescafé

But first, Nescafé cappuccino
It all starts with a Nescafé
でもまずは、Nescafé カプチーノから
全ては一杯の Nescafé から始まる

P45 上

<ノンアルコール飲料>

Bon Café

Stay awake on the road.
Campaign for Bon-Café, a drive-thru coffeeshop in Saudi Arabia.
運転中は眠らないように
サウジアラビアにあるドライブスルーコーヒーショップ Bon-Café のキャンペーン広告

P45 下

<ノンアルコール飲料>

Sulinka

- Finishing a beer marathon on Monday night, answering customer support calls on
Tuesday morning.
- Sipping cocktails Wednesday night, engineering a new city connection bridge on
Thursday morning.
Strapline: Sulinka mineral water. Instant hangover relief.
- 月曜夜はビールマラソン、そして火曜朝はカスタマーサポートの電話対応
- 水曜夜はカクテルを飲み、木曜朝は市を繋ぐ橋を運営する
キャッチコピー：Sulinka ミネラルウォーター。二日酔いに直ちに効きます

P46

<建設>

Geosis

Experts in soil stabilization for construction.
Campaign for Geosis Group, a company specializing in deep foundations, anchors, and
slope stabilization solutions.
建設現場における土質安定化のエキスパートです
基盤の固定化や傾斜安定化のソリューションを専門とする企業 Geosis Group のキャン
ペーン広告

P47

<建設>

Tsubaki

- Ship unloaders support the world’s iron manufacturing.
- Off-shore platforms support the world’s energy supply.
This is where Tsubaki chains go to work.
Chains form the world.
Campaign for Tsubaki, a manufacturer of power transmission and material handling
control products, specializing in industrial steel chains and chains for vehicle engines.
- 船の積み卸し装置が、世界の製鉄業を支える
- 海洋プラットホームが世界のエネルギー供給を支える
Tsubaki のチェーンが仕事をする現場はここです
チェーンが世界をつくる
鋼鉄チェーンや自動車エンジンのチェーンを専門する、動力伝達とマテリアル・ハンド
リング制御製品の製造業者 Tsubaki によるキャンペーン広告

P48-49

<子ども>

Max & Lola

No is the new Yes.
Campaign for the children’s fashion label Max & Lola.
「ノー」は新しい「イエス」
子供服レーベル Max & Lola のキャンペーン広告

P50 <化粧品>

Old Spice

Unleash your wild side
あなたのワイルドな一面を披露しよう

P51 <化粧品>

Naive

ナイーブの広告

P52 <化粧品>

Rebel Nails

Black and white collection
Campaign for Rebel Nails brand nail wraps.
モノトーン・コレクション
Rebel Nails ネイルシールのキャンペーン広告

P53

<化粧品>

Mr. Sun

Daylight is also dangerous. Protect your hair
Campaign for Mr. Sun brand sunscreen.
日中の日差しもまた危険です。髪を守りましょう
Mr. Sun 日焼け止めのキャンペーン広告

P54

<ファッション>

Farfetch

- For fashion lovers. Not followers.

- Be one of one.

- Never meet your double.

- Look exactly like no one else

Unfollow
- ファッションフォロワーではなく、ファッションを愛する者たちへ
- 唯一の存在になれ

- 個性的であれ

- 他の誰とも異なる服装であれ
アンフォロー

P55

<ファッション>

Wolverine

- Full-time hunter. Part-time interior decorator. Wolverine. Hunting boots and apparel.
- Some guys shred paper. some shred trees. Wolverine. Work boots and apparel.
- フルタイムのハンター。パートタイムでインテリア装飾家。Wolverine。狩猟ブーツ
とウエア
- 紙をシュレッダーにかける者もいれば、木を切る者もいる。Wolverine。ワークブー
ツとウエア

P56

<食品>

Fresh Chicken Legs

Fresh chicken legs の広告

P57 <食品>

Snickers

Ad for Snickers on the back cover of the legendary Sports Illustrated Swimsuit Issue,
continuing the “You’re not you when you’re hungry” campaign. The classic Hannah
Davis shot on the front cover is bookended with this “Super Irritated” campaign featuring
a fearsome – and very hungry – Medusa-like figure.
有名誌「スポーツ・イラストレイティッド」水着特集号の裏表紙に掲載された Snickers
の広告。「腹が減ってちゃ、マトモじゃいられない」キャンペーンの一環であり、有名
モデル ハンナ・デービスの表紙にあわせ、恐ろしい形相の – 非常にお腹を空かせてい
る – メデューサ的な「スーパー・イリテイティッド（イライラ絶頂）」広告が展開さ
れた。

P58 <食品>

Nutri-Grain

Squeeze in the best bits of brkfst
朝ご飯のオイシイところだけを凝縮しました

P59 上

<食品>

Ed’s Easy Diner

Eat the 50s
Campaign for retro-American diner chain Ed’s Easy Diner.
50 年代を味わおう
レトロ・アメリカンなダイナーチェーン Ed’s Easy Diner のキャンペーン広告

P59 下

<食品>

Domino’s

Eat me lingerie
This Valentine’s Day, eat something better.
「私を食べて」ランジェリー
今年のバレンタインデーには、もっと美味しいものを食べよう

P60 <食品>

Insane Delane’s

- You won’t find high fructose corn syrup in our granola. Oh, it wanted to be here, but we
said, “Nope, not if you were the best sweetener on earth.” Sorry we can be pretty
hardcore when it comes to nutrition.
- Want some granola? No, not the high fructose corn syrup gunk. We’re talking nuts,
seeds, grains, fruits and raw honey. Just good, crunchy, healthy stuff that gives you
energy and keeps vampires away. Oh wait, that’s garlic.
- Our granola is like a mouth party of nuts, seeds, grains, fruits and raw hone. a party,
we might add, to which high fructose corn syrup is never invited. And if it shows up, it’s
going to bet tossed in the pool with its clothes on.
Campaign for Insane Dalane’s brand granola products.

- 私たちのグラノラには、異性化糖は含まれていないんです。いいえ、本当は入りたが
ってたんですけど、私たちがこう言ったんです、「ダメよ。地球上で最高の甘味料であ
れば話は別だけど」って。ごめんなさいね、原材料のこととなると私たち、結構厳しい
の。

- グラノラ、食べます？あ、でも異性化糖を含むやつではなくて。私たちが言ってるの
は、ナッツやシード、穀類、フルーツ、それに生のハチミツを使ったものです。あなた
に活力を与え、ヴァンパイアも追い払ってくれる、身体にいい健康的なもの。待った、
それはガーリックだっけ。
- 私たちのグラノラは、言ってみれば口の中でナッツやシード、穀類、フルーツ、それ
に生のハチミツがパーティーを繰り広げるようなもの。さらに付け足すと、異性化糖に
は招待状も送られていないの。万が一現れても、服を着たままプールに放り投げてやる
んだから。
Insane Dalane’s のグラノラ商品キャンペーン広告

P61

<食品>

Bubbly

- Are your feet trying to tell you something? In egyptian, robotic or chicken·ish? There’s a
dance for every mood, but joy’s in every dance. Is choreography just another word for
chocolate? Let’s dance… like everybody’s watching. Life is utterly bubbly.
- Do clowns dream of clowning around? Do they wake up every time they fall? Are tears
of a clown just for show? You know that place between sleep and awake, what jokes do
they tell there? Who knows? Who cares? Who’s up for the circus? Life is utterly bubbly.
Tagline: Free the joy.
- あなたの足が、何かを伝えたくてうずうずしてる？エジプト風、ロボットダンス、は
たまたニワトリダンスで？その時のムードに合った踊りは様々だけど、どの踊りも喜び
でいっぱい。「振付け」って「チョコレート」の別名？さあ、踊ろう...世界中の視線を
釘付けにするかのように。人生は本当に陽気（bubbly）なもの。
- 道化師はおどけた夢を見るのかな？落ちる度に目覚めるのかな？道化師の涙はショー
のためだけに流れるの？眠りと目覚めの狭間で、みんなどんなジョークを言うの？知ら
ないな。どうでもいいかな？とにかく、サーカスに出たい人はいる？人生は本当に陽気
（bubbly）なもの。
キャッチコピー：喜びを解き放とう

P62-63

<食品>

Creamies

- Instant happiness without having to “know a guy.”
- If laughter is the best medicine, then ice cream is a very close second.
- An antidepressant without side effects. Unless you count brain freeze.
Creamies. Happiness on a stick.
- 顔見知りがいなくたって得られる、瞬時の幸せ
- 笑いが最高の薬なら、アイスクリームはそのほんのちょっと後ろに位置しているね
- 副作用のない抗鬱剤。脳が凍える以外はね
Creamies。棒の上にある幸せ

P63 下

<食品>

Palettino

The tradition and flavor now on a stick.
Campaign for a popsicle.
いつもの習慣、いつものあの味、全て棒にくっついています
アイスキャンデーのキャンペーン広告

P64 上

<食品>

Orbit

What happens at lunch stays at lunch
Eat, drink, chew
Ad for Orbit brand chewing gum.
昼食で食べたもの、後に引かないように
食べて、飲んで、噛む
Orbit チューインガムの広告

P64 下

<食品>

May Fair Kitchen

- If the source isn’t right, the sauce isn’t relevant. We offer our guests a choice of twelve
sauces. But we’re not as generous to our chefs. If anything they cook needs a sauce to
make it delicious, it’s not going anywhere near the table.
- Catch of the day. It’s a sin to rush a 20oz single rib steak. And we don’t. Ours are dry
aged for 28 days. So take your time: we have.
Campaign for the London based restaurant May Fair Kitchen.
- もとが悪ければ、ソースも意味がありません。お客様には、12 種類のソースをご提供
しておりますが、我々がシェフに寛大なわけではありません。彼らの調理したものをご
まかして美味しくするのにソースが必要ならば、ソースをテーブルの側に置いたりはし
ません
- 本日のお薦め。20 オンスのリブステーキを急いで調理するなんていかがなものでしょ
う。我々はそういうことは致しません。我々が提供する肉は、28 日間乾燥保存してお
ります。ですから、是非時間をかけて味わって下さい。我々もまた、時間をかけており
ますので
ロンドンに拠点を置くレストラン May Fair Kitchen のキャンペーン広告

P65

<食品 >

Wrigley’s

Experience the intensifying wintermint gum
とてつもなくスーっとするウインターミントガムを体験せよ

P66-67

<家具>

Spring

Bring back the shape that you lost during the day
Mattress with memory sense.
日中失った原型を取り戻そう
形状記憶マットレス

P67 下

<家具>

Dreams

The day after Valentine’s day sale
Pay-off: Because you sleep matters.
Ad for a company specializing in beds and mattresses.
バレンタインデーセールの翌日
キャッチコピー

不眠は問題ですから

ベッドとマットレスを専門とする企業の広告

P69 <ハウス＆ガーデン>

Duracell

Duracell 電池の広告

P70-71

<ハウス＆ガーデン>

Scotch Brite

Remove the immovable.
Campaign for Scotch Brite brand sponges.
動かせないもの、取り除きましょう
Scotch Brite スポンジのキャンペーン広告

P71 下

<ハウス＆ガーデン>

Philips

Quick & quiet.
Philips Viva Collection Chopper with 4 knife.
はやくて静か
Philips Viva Collection4 枚刃の野菜刻み器

P72 <ハウス＆ガーデン>

Q20

Campaign for multipurpose lubricant Q20, which boasts a distinctive extended red
nozzle enabling it to reach into the very tightest of spots.
多目的潤滑剤 Q20 のキャンペーン広告。先が伸びる赤いノズルを用いて、非常に狭い
部分にも届く

P73 <ハウス＆ガーデン>

Hakle

The paper makes the toilet
紙がトイレをつくる

P74 左上 <ハウス＆ガーデン>

Reckitt Benckiser

Ad for Bang brand cleaning agent.
Band 洗剤の広告

P74 右上 <ハウス＆ガーデン>

Reckitt Benckiser

For extra tough stains.
Ad for Vanish brand stain remover.
タフな汚れに
Vanish 染み抜きの広告

P74 左下 <ハウス＆ガーデン>

Airwick

Ad for Airwick brand air freshener.
Airwick 芳香剤の広告

P74 右下 <ハウス＆ガーデン>

Ariel

Ad for Ariel brand detergent.
Ariel 洗剤の広告

P75 <ハウス＆ガーデン>
Campaign for awnings.
日よけのキャンペーン広告

Toldos Vila Velha

P76 上

<ハウス＆ガーデン>

Artesco

- A shvark is not a shark. Correct it.

- An ufyo is not a UFO. Correct it.

Campaign for Artesco brand correction pens, depicting typical spelling errors in Spanish.
- 「shvark」は「シャーク」ではありません。正しく直しましょう
- 「ufyo」は「UFO」ではありません。正しく直しましょう
スペイン語における典型的なスペルミスを表現した、修正ペンブランド Artesco のキャ
ンペーン広告

P76 下

<ハウス＆ガーデン>

Saran Wrap

サランラップの広告

P77 <ハウス＆ガーデン>

Prestige

- Sign language: “Can I have another glass?”
- Sign language: “You should start a juice shop.”
Prestige Silent Juicer.
- 手話「もう一杯もらえる？」
- 手話「君、ジュースショップを開いたら」
Prestige サイレント・ジューサー

P79 <医薬品＆OTC>

LloydsPharmacy

- Tomatoes provide more anti oxidants than apples.
- Potatoes contain more potassium than bananas.
Strapline: Experience health.
Campaign for LloydsPharmacy.com.
- トマトはリンゴよりも抗酸化物質が含まれている
- ジャガイモはバナナよりもカリウムを多く含んでいる
キャッチコピー：健康を、体験しよう
LloydsPharmacy.com のキャペーン広告

P80 <医薬品＆OTC>

Tulipán

Spring is in the air
Campaign for Tulipán brand condoms.
春が来た
Tulipán コンドームのキャンペーン広告

P81 <医薬品＆OTC >

Tena

Lucky you. You can do it wherever you want
Campaign for Tena brand adult diapers.
なんてラッキー。したい時にどこでもできるなんて
Tena 大人用おむつのキャンペーン広告

P82 上

<医薬品＆OTC >

New Pharm

You don’t have to get sick to get well.
Ad for New Pharm pharmacy’s online prescriptions.
良くなるまで不調に耐える必要はありません
New Parhm 薬局・オンライン処方箋の広告

P82 下

<医薬品＆OTC >

Lecos

Ad for a nasal spray.
鼻腔用スプレーの広告

P83 <医薬品＆OTC >

Perusana

Fight the tyranny of food.
Natural, digestive, Perusana
Campaign for newspaper El Observador.
食べ物の独裁政治と闘おう
ナチュラルな消化薬、Perusana

P84 <公共イベント>

Savannah Music Festival

Savannah Music Festival の広告

P85 <公共イベント>

Mix Brasil

Campaign for Mix Brasil, a festival staged by one of Brazil’s biggest LGBT organizations.
ブラジル最大手の LGBT 団体が主催する Mix Brasil フェスティバルのキャンペーン広告

P86 <公共イベント>

Vilnius Book Fair

Stories are good. Crime stories are better.
This year it’s all about crime fiction.
Campaign for the Vilnius Book Fair.
物語は良い。でも、犯罪小説はもっと良い
今年は犯罪小説一色
Vilnius ブックフェアのキャンペーン広告

P87 <公共イベント>

Glenbow Museum

Still fancy but more fun in support of Glenbow
Poster campaign for Glenbow museum’s annual “Schmancy” fundraiser party.
そのままでも十分ですが、Glenbow を支援してより楽しんでみては
Glenbow 美術館が毎年開催する「優雅な」資金集めパーティーのポスターキャンペーン

P88 <公共イベント>

Oktoberfest

- So German we even take partying seriously
- Like traveling to Munich, but without all the hasselhoff
- So fun you’ll schnitzel your lederhosen
Posters for an Oktoberfest event organized by Canadian restaurant Wurst in Calgary.

- とにかくドイツ的に、我々はパーティーも真剣にやるんだ
- いわば慌ただしさ抜きでミュンヘンに行くようなものだよ
- 楽しすぎて、レーダーホーゼンをカツレツにしちゃうかもな
カルガリーにあるカナダ料理レストラン Wurst が主催する、Oktoberfest の告知ポスタ
ー

P89 上

<公共イベント>

BJL

- Sit watching Jeremy Kyle all day. Or sit making the ads that go in the breaks. It’s been
a tough final year. Chances are you’ll want to kickback to the wonderful world of daytime
TV. Then again, you could be planning/creating the ads that run in the breaks. Whether
you’re a budding suit or creative, get your career off to a flyer. …
- You could put it on your mantelpiece. But you’ll need to wear a helmet. Let’s face it,
you want a job, not a brief to “sell ice to Eskimos” or to “rebrand the weather.” Well the
good news is we’ve got a chair with your name on it. So if you want to be a suit, or a
creative, take one of our online briefs and tell us why you love advertising. …
- This award goes under the desk. Not on it.
The awards scheme with no awards. Take your seat.
Campaign for BJL Brilliance Awards, a UK talent development and recruitment initiative.
- 一日中座ってジェレミー・カイルを見るか、あるいは番組の最中に流れる広告を作る
か。最終学年は苦労の多い一年だから、日中 TV の前に座っていられる素晴らしい世界
に戻りたいと思うかもしれない。だが、番組の合間に流れる CM を作る側にまわること
もできるのだ。駆け出しの幹部候補であろうとクリエイティブであろうと、飛び出して
スタートを切ろう
- それをマントルピースの上に置いてもいいが、ヘルメットを被らなくてはならないだ
ろう。とにかく、君は仕事が欲しいだろう？「氷をエスキモーに売る」だの「天候を再
ブランディングせよ」だのといったブリーフではなくてね。ここにいい知らせがある。
君の名前入りの椅子を我々は準備したんだ。だから、幹部になりたい者も、クリエイテ
ィブを目指す者も、ネットで詳細を確認し、君の広告愛を我々に教えてくれないか
- この賞は机の「下」にいくんだ。「上」じゃなくてね
「賞」のない受賞プログラム。さあ、君も座って
UK の人材育成及び採用戦略である、BJL Brilliance 賞のキャンペーン広告

P89 下

<公共イベント>

National Orchestra of Costa Rica

Summer symphony
Cover page. Ad for the National Orchestra of Costa Rica.
夏のシンフォニー
表紙。コスタリカ国立オーケストラの広告

P90-91

<出版、メディア>

The Sunday Times

The Sunday times. Film and screen season
See it all from the inside. The 100 greatest Oscar winners, plus an interview with new
Bond girl Monica Bellucci. All in the Sunday times Oscar special next weekend.
Campaign to mark The Sunday Times’ inaugural Film & Screen Season, imagining
scenes from some of the world’s most iconic movies as seen through the eyes of their
protagonists.
The Sunday times。フィルム＆スクリーン・シーズン
内幕を覗いてみましょう。最高のオスカー受賞者 100 人と、新ボンドガールに抜擢され
たモニカ・ベルッチのインタビューを掲載。次週 Sunday times オスカー特集をご覧下
さい
世界で最も知られている映画の主人公の目線になり、そこから見える光景を表現した、
The Sunday Times 初のフィルム＆スクリーン・シーズンを記念して制作されたキャン
ペーン広告

P92

<出版、メディア>

Bloomberg Businessweek

See the big picture in the global economy.
Campaign for the weekly business magazine Bloomberg Businessweek.
グローバル経済全体の動きを把握しよう
ビジネス週刊誌 Bloomberg Businessweek のキャンペーン広告

P93

<小売>

Hank & Frank

Kicks of the day floor murals
Situation: sneakerheads love to post and boast photos of their sneakers online with the
hashtags #KicksOfTheDay or #KOTD. Hank & Frank, a shop specializing in hard-to-find
pairs, wanted to make #KicksOfTheDay photos more fun and exciting for their sneakeraddicted customers.
Idea: Hank & Frank created in-store floor murals with dramatic, first person points of
view and out-of-this-world environments. More than a picture of a pair of sneakers, every
#KicksOfTheDay post dropped sneakerheads into their very own action scene.
「今日の一足」フロアー・イラストレーション
背景：スニーカー愛好家たちは、ネット上でハッシュタグ#KicksOfTheDay または
#KOTD（今日の一足）をつけて、自分の履いているスニーカーの写真をアップし披露
するのが大好きだ。そこでレアアイテムを専門とする Hank & Frank は、そんなスニー
カー中毒の顧客がさらに写真のアップを楽しめるように工夫したいと考えた
アイデア：Hank & Frank は、自分の視点からドラマティックな異世界を見下ろすこと
のできる店内フロアー・イラストレーションを制作。ただスニーカーの写真を掲載する
だけでなく、「今日の一足」をアップする度に独自のアクションシーンが広がるのだ

P94 上

<小売>

Virgin

- Certificate of birth
- Lebanese University
Colouring books now available for 10 riyals at Virgin megastore.
- 出生証明書
- レバノン大学
ぬり絵本、Virgin メガストアにて 10 リヤルで販売中

P94-95

<小売>

Ishanya

Bring the shout into fashion
Ishanya. Says no to domestic violence.
Campaign by an Indian concept mall for home interiors and design, showing women
shouting in rather inoffensive situations and thus drawing attention to the importance of
screaming out loud whenever they fall victim to domestic violence.

「叫び」を流行らせましょう
Ishanya。家庭内暴力に「ノー」を
インドのホームインテリアとデザインのモールによるキャンペーン広告。比較的無害な
シーンにおいて、女性が叫び声をあげている様子が描かれている。つまり、DV の被害
者になった場合はいつでも声をあげることが重要だということに注目した作品

P96 上

<小売>

Ikea

Iconic.
アイコン的商品

P96 下

<小売>

Currys

How hard can a class of Cardio spin storm be? Silly silly you. Ten minutes later, you’re
strapped to a bike, pints of your dignity trip to the floor but Thin Lynn the spin goddess
doesn’t take prisoners. She cranks up your resistance your sobs getting lost under the
throb of her fave techno remix. Time out sister. Slip off for a fresh hand towel and keep
on walking. Straight to Currys PC World. You’ll find tailored advice and the latest in
health technology like the new Philips Viva Collection Juicer. A gorgeous piece of hit that
whirls 1000 cycles a minute. So you don’t have to regain the body of a seventeen year
old? Don’t, that’s just creepy.
Strapline: We start with you.
Campaign for Currys PCWorld, a consumer electronics chain selling all sorts of tech
devices and household appliances.
さて、エアロバイクのクラスってどれほど大変なのかしら？あーあ、やっちゃったね、
君。10 分後、バイクに「つながれた」君は自分の威厳が地に落ちるのを味わうも、エ
アロバイクの女神「スリムなリン」様は情け容赦ない。彼女のおかげで君の身体は根を
上げるも、そのすすり泣きはリン様のお気に入りのテクノ音楽にかき消される。さあ、
もうそこまでにしよう。まっさらなタオルを肌にかけて、歩き出そう。Currys PC
World へ。きめ細やかなアドバイスを受けながら、例えば Philips 社による新商品 Viva
Collection ジューサーのような最新の健康用品にも出会うことができるのだから。これ
って 1 分間に 1000 回もまわるゴージャスな人気商品なんだよ。つまり、これがあれば
もう 17 歳の若々しい身体を取り戻そうと躍起になる必要なんてなし？勿論。だってそ
んなの不気味でしかないからね
キャッチコピー：一緒にはじめましょう
ハイテク機器や家庭用電化製品を販売するエレクトロニクスチェーン Currys PCWorld
のキャンペーン広告

P97

<小売>

Ikea

Our assembly service is happy to help.
私どもの組み立てサービスが、喜んでお手伝いいたします

P98-99

<サービス>

Pasture Road

- Makes selling a beast much less of a burden.
- All of the cows of a live auction. None of the bull.
- Do your business without cleaning up theirs.
- Can you find a more efficient way to sell your horse? Neigh.
Campaign for Pasture Road, an online auction site for the buying and selling of livestock,
tack, and farming equipment.
- 動物を売ることは、それほど負担がかからない
- ライブオークションに集まる全ての牛は、雄ではありませんよ
- 彼らの尻拭いをすることなく、自分のことに集中しましょう
- あなたの馬を売るのにもっと効率的な方法がありますか？ヒヒン
家畜、食糧、その他農業製品売買のためのネットオークションサイト Pasture Road の
キャンペーン広告

P100

<サービス>

Welti-Furrer

Finest art transports.

極上の芸術作品を輸送します

P101

NZI

<サービス>

- The devil’s chair: The chair was a chair that was sick of being sat on. Not a trustworthy
one for a fat cat to nap on. But here it was beneath the eager electrician, as he reached
to wire the new office addition. “Stand tall,” said the chair as the sparky grabbed wires,
“then I’ll drop, and you’ll pull, and we’ll spark up some fires.”
- The ghastly gas torch: The gas torch stood in the engineer’s shop down by the old
loading dock. By the look on its face it was patently clear it was ready to do its block.
“Blah!” it fumed with a serpentine hiss as it watched the workers clock off. … Bad’s not
going anywhere. Neither are we.
Campaign for the New Zealand insurance company NZI.

- 悪魔の椅子：その椅子は、座られることにもう耐えきれなかった。太った猫がその上
で眠ろうにも、安心して寝ることはできないだろう。しかし今、ここに腰掛けている電
気工が、新たにオフィス入りするものの配線をしようとすると、「立て」椅子はワイヤ
ーを掴み取り「俺が沈み、お前が押す。そうすれば火がつくぜ」
- 不気味なガスバーナー：古い船積みドックの近くにあるエンジニアショップに、その
ガスバーナーは居た。見たところ、どうもご立腹のようだ。「ったく！」従業員たちが
タイムカードを押して出ていく姿を見ながら、何かをたくらんでいるような声をあげ
る...悪事はすぐそこに。でも、我々もまたすぐそばにいます
ニュージーランドの保険会社 NZI によるキャンペーン広告

P102

<サービス>

Devlyn

- With a poor sight, any bird is just a bird.
- With a poor sight, any tree is just a tree.
Campaign for the Devlyn optical store.
- 視力が悪ければ、どんな鳥も皆同じ
- 視力が悪ければ、どんな木も皆同じ
Devlyn メガネストアのキャンペーン広告

P103

<サービス>

Roberto Haddad

Finding needles in haystacks.
Campaign for Roberto Haddad Auctions.
干し草の中で 1 本の針を探すようなもんだ
Roberto Haddad オークションのキャンペーン広告

P104

<サービス>

Big does small.

Big Yellow
Small spaces also available.

Campaign for self-storage company Big Yellow.
大は小も兼ねます

小さなスペースも販売中

倉庫会社 Big Yellow のキャンペーン広告

P105

<サービス>

DHL Express

Recovering our past, delivering the future.
Campaign for DHL Express Colombia, which delivered to Colombia nearly 700 priceless
pre-Columbian artifacts repatriated from Spain in September 2014.
過去を取り戻し、未来を届ける
DHL Express コロンビアのキャンペーン広告。同社は 2014 年 9 月にスペインから送還
された、アメリカ先住民の 700 近い貴重な工芸品をコロンビアに送り届けた

P106

<サービス>

UnP

Don’t let any comment / new video get in the way of your reading.
Campaign for the university UnP (Universidade Potiguar) in northeastern Brazil.
あなたの読書に、他人のコメント／新しい動画を影響させてはならない
ブラジル北東部にある UnP（Potiguar 大学）のキャンペーン広告

P107 上

<サービス>

FedEx

Don’t wonder if the world will like your product. Go ask it.
世界があなたの製品を気に入るか悩むことはない。尋ねに行くのだ

P107 下

<サービス>

Forum Engineering

True as an engineer. We support an engineer’s work.
Campaign for the staffing company Forum Engineering.
エンジニアのように忠実。エンジニアの仕事をサポートします
人材派遣会社 Forum Engineering のキャンペーン広告

P108

<サービス>

ASA

- Irene told her bridge partner her grandson is a film star. “He plays ‘Background tourist
4.’ In a Bollywood movie.”
- Darren swears to his wife his wedding suit still fits. “He swears a lot more than he tries
to do it up.”
- Nev will tell you he hates everything mainstream. “He’s seen all the musicals in down.
Wept every time.”
We all bend the facts now and then. But advertisers are not allowed to. If an ad isn’t
legal, decent, honest and truthful it mustn’t run.
Campaign by the Advertising Standards Authority, the self regulatory organization of the
advertising industry in the UK.
- 自分のブリッジ相手に、孫は映画スターなのだとアイリーンは告げた。「あの子は
『背後を通り過ぎる旅行客４』だったのよ。ボリウッド映画でね」
- ダレンは妻に、結婚式のスーツがまだ入るよと誓った（swear）。「スーツに身体を
押し込みながら暴言吐いてたけどね（swear）」
- ネヴはメインストリームのものなんて一切嫌いだと言う。「彼は街のミュージカルを
全部制覇してるよ。観賞の度に涙を流してるんだ」
人は時々事実を曲げる。でも、広告ではそれは許されない。違法、不適切、不誠実、嘘
である場合、その広告は世に出てはならない
UK の広告業界における自主規制機関 Advertising Standards Authority のキャンペーン広
告

P108 右下

<サービス>

Ossia Music School

Ad for the Ossia Music School.
Ossia 音楽学校の広告

P109

<サービス>

PDI

- Warning: Buy on reputable market sites.
- Warning: Always make the transaction in person, paying and getting the product at the
same time.
Navigate without sinning. Safe online shopping.
Campaign sponsored by PDI, Chile’s civil police force.

- 警告：信頼できるサイトで買い物をせよ
- 警告：いつも個人で取引を行い、支払いと受け取りを同時に済ませよ
法を犯さず進め。安全なオンラインショッピングを
チリの文民警察 PDI がスポンサーを務めるキャンペーン広告

P110

<サービス>

Higashimoto Piano School

ひがしもとピアノ教室のキャンペーン広告

P110 左下

<サービス>

Institute of Graphic Arts

Printers are endangered. Learn the trade and save the species.
Ad by the Institute of Graphic Arts in Montreal, encouraging people to pursue a career in
printing.
印刷業が危機に瀕しています。業界を学び、彼らを救いましょう
印刷業界でのキャリアを推奨する、モントリオールの Institute of Graphic Arts による広
告

P110-111

<サービス>

Sapire College

-Cyrus or Dreyfus.
- Gaga or Kafka.
What you know is what you are
Campaign for Sapir College in Israel
- サイラスかドレイファスか
- ガガかカフカか
あなたの知識があなたをつくる
イスラエルにある Sapir College のキャンペーン広告

P112 上

<サービス>

Reuters TV

Pause to think why?
Ad for Reuters TV, a new mobile TV service offering curated and personalized news
coverage that is available anywhere and on-demand.
理由を考えるために一旦停止を
Reuters TV の広告。どこでもオンデマンドで手に入り、個々のためにカスタマイズさ
れたニュース記事を提供する、新モバイル TV サービスの宣伝

P112 下

<サービス>

Award School

- “Purple highlighters in the office stationery range? That triumph inspired my seminal
piece: Purple Reign: Effecting Real Change.” Glen.65
- “I supervised the office transition from full cream milk to skim. Being lactose intolerant. I
had the vital objectivity.” Penny. 61
Be remembered for something a bit more creative.
Poster campaign for Award School, an advertising course run by the Communications
Council (the Australian advertising industry body).
- 「オフィスにある紫のマーカー？あれが私の大作のヒントになったのよ：『紫の支
配：効果的な真の変化』」グレン、65
- 「オフィスでクリームミルクからスキムミルクに変える指揮をとったんです。ラクト
ースに耐えられなくてね。私には使える客観性があるんですよ」ペニー、61
もう少し創造的なことで、人々の記憶に残りましょう
オーストラリアの広告業界母体である Communications Council が運営する広告コース、
Award School のためのポスターキャンペーン

P113 上

<社会＆環境>

WWF

Help us to keep balance
均衡維持のために力を貸してください

P113 下

<社会＆環境>

WWF

Every like saves lives. It is easier than you think to protect endangered species. Join
worldwildlife.org/social.
一人ひとりの「いいね」が命を救います。絶滅危惧種を保護することは、あなたが思っ
ているよりもずっと簡単です。worldwildlife.org/social にご参加ください

P114 上

<社会＆環境>

Rehabilitation Institute of Chicago

Keep pushing
Ad promoting the sports program run by the Rehabilitation Institute of Chicago.
突き進め
シカゴの Rehabilitation Institute が運営するスポーツプログラムを宣伝した広告

P114-115

<社会＆環境>

Kanton Zurich

Keep it under control. Addiction-test.ch
The places to go for addiction prevention in the Canton of Zurich.
Campaign sponsored by the University of the Canton of Zurich.
制御しよう。Addiction-test（中毒判定テスト）.ch
チューリッヒにおいて、中毒抑制のために向かう場所
チューリッヒ大学がスポンサーを務めるキャンペーン広告

P116 上

<社会＆環境>

Misbrugsportalen

Anonymous addiction counseling.
Poster ad for a Danish non-profit organization providing anonymous telephone
counseling for all kinds of addictions.
匿名の中毒症状カウンセリング
あらゆる類いの中毒症状について匿名での電話カウンセリングを受け付けている、デン
マークの非営利団体によるポスター広告

P116 下

<社会＆環境>

Mediterranean SOS

Who do you think is going to collect all your plastic bags that end up in the sea?
Campaign by the Mediterranean SOS network, a non-profit organization seeking to raise
awareness of maritime pollution.
海に流れ込んだあなたのビニール袋、誰が回収すると思いますか？
海洋汚染に対する認識を喚起している非営利団体 Mediterranean SOS ネットワークに
よるキャンペーン広告

P117

<社会＆環境>

Walmart

For a long lasting world. Bags that last less. 100% biodegradable trash bags.
Campaign sponsored by Walmart.
いつまでも続く世界であるために。消滅する袋を。100%分解可能なゴミ袋
Walmart がスポンサーを務めるキャンペーン広告

P118 上

<社会＆環境>

Hodina Detom

Not every kid dreams of being a superhero, some just dream of having a normal life.
Ad sponsored by the Slovakian charity organization Hodina Detom, which raises money
and develops social inclusion programs for poor, orphaned, disabled, and neglected
children.
どの子どもも皆スーパーヒーローになりたいわけではありません。ただ普通の生活を送
ることを夢見ている子どもたちもいるのです
貧困家庭に育った子ども、孤児、障害児、ネグレクトをうけた子どもたちのために資金
を集め、彼らが社会に出ていくためのプログラムを展開するスロヴァキアのチャリティ
ー団体 Hodina Detom がスポンサーを務める広告

P118-119

<社会＆環境>

Prince’s Trust

- I’m not in school because I got pregnant. It’s a tough job being a mum at 15. No one’s
motivated to help because they all have their own individual problems to deal with. I
don’t know who’s best to talk to because even my mum’s not willing to support us. …
- I dropped out of college because I have to look after my mum. Her anxiety developed
into depression and she now has a drug addiction. My brothers aren’t mature enough to
understand yet and I don’t want them going into care. …
- I ran away from home because I have an abusive step dad. He was all good in front of
mum. But the problem was when we were alone. Drinking wasn’t solving anything so I
left. I soon realized it takes certain skills to get by on the streets. Especially when you’re
alone.
Campaign for Prince’s Trust, a UK charity that supports young people by helping them to
develop key skills, confidence and motivation, enabling them to move into work,
education or training.
- 子どもができたので、学校には通っていません。15 歳で母になるのは大変な仕事です。
人は皆それぞれに抱えている問題があるので、誰も手を差し伸べてはくれません。誰に
相談したら良いのかわからないのです。母ですら支援を渋るのですから...
- 僕は母の面倒を看なければならず、大学を退学しました。彼女の不安は鬱となり、今
では薬物中毒になってしまいました。弟たちは状況を理解するには幼すぎるし、彼らに
は施設に入ってほしくありません...
- 私には暴力的な義父がいたため、家を逃げ出しました。母の前ではいつも良い夫を演
じているのです。でも、２人になると問題は起きました。お酒は何も解決してくれなか
ったので、家を出たんです。路上でうまくやっていくにはある種のスキルが必要なのだ
と間もなく理解しました。一人ぼっちの場合は特に
若者の主要スキルや自信、モチベーションを育成し、彼らが職についたり教育や訓練を
受けたりできるように支援する、UK のチャリティーPrince’s Trust によるキャンペーン
広告

P120

<社会＆環境>

ABRAz

- Three children. No none of them visit me. They’re elderly. I don’t live here. I don’t have
children.
- Rosa and I live here. They forgot her. My name is Rosa. And you? Who are you?
It’s not easy to understand Alzheimer’s, but we must be alert when it appears.
Campaign for the Brazilian Alzheimer Association.

- ３人子どもがいます。でも誰も訪ねて来ない。彼らも年だから。私はここには住んで
いない。子どもはいないんです
- ローサと私はここに暮らしている。彼らは彼女のことを忘れてしまった。私の名前は
ローサ。あなたは？あなたはどなた？
アルツハイマーを認識するのは簡単なことではありません。しかし、兆候が現れたら注
意しなくてはなりません
ブラジル・アルツハイマー協会のキャンペーン広告

P121

<社会＆環境>

Children’s Hearing Scotland

- You could be all that’s between Jamie and another beating.
- You could be all that’s between Emma and another injury.
This is your chance to make a real difference to a vulnerable child’s life by volunteering
to sit on the Children’s Panel. You don’t need qualifications to apply, you just need to
care.
Campaign by Children’s Hearings, Scotland’s care and justice system for vulnerable
children and young people.
- ジェイミーへの再三にわたる暴力、あなたが終わらせることができます
- エマの再三にわたる怪我、あなたが終わらせることができます
Children’s Panel にご参加頂くことで、か弱い子ども達の人生に劇的な変化をもたらす
ことができるのです。申請に資格はいりません。ただ、注意を払ってもらいたいのです
スコットランドにおける、脆弱な子ども達や若者に対するケアと裁判制度 Children’s
Hearings のキャンペーン広告

P122

<社会＆環境>

Turkish Traffic Safety Association

- Hey bro! I gave $40 for 2 gr. I’m on my way to pick you up!!..SON, I hope that is gold
you bought!!!
- Hey babe! I told the family I will be in meeting all night long. I’m on my way now!
:)...Mom?
Texting and driving will only end with an accident. Don’t text and drive.
Awareness campaign sponsored by the Turkish Traffic Safety Association.

- 「よう！2 グラム$40 で買ったぜ。今からお前を拾いに行くよ」「息子よ、お前が買
ったのは黄金だと願ってるよ!!!」
- 「ヘイ、ベイビー！家族には一晩中会議だって言っといた。今から行くからね:)」
「母さん？」
運転しながらメールを打てば、先に待ち受けるのは事故のみ。運転中のメールはやめま
しょう
トルコ道路安全協会がスポンサーを務める意識向上キャンペーン広告

P123 上

<社会＆環境>

RTA

- Spot the boy
- Spot the car
Answer: Text and drive, and you won’t see the boy.
Campaign by the Roads and Transport Authority of the City of Dubai.
- 少年を探せ
- 車を探せ
答え：メールを打ちながら運転していたら、少年の姿は見えない
ドバイの道路・交通局によるキャンペーン広告

P123 下

<社会＆環境>

Noah

The fine art of exterminating an entire species.
Rhinos have survived predators, climate change and disease for 50 million years. But it’s
Asia’s soaring demand for rhino horn that will doom them: Every 14 hours a rhino is
killed. Help us save the last rhinos.
Ad for the animal rights organization Noah.
全種を絶滅させる高度な技術
サイは 5,000 万年もの間、捕食、気候変動、病を生き抜いてきた。しかし、アジアにお
いて、サイの角に対する需要が急激に高まっているおかげで、彼らは絶滅の危機に瀕し
ているのだ。14 時間ごとに 1 匹のサイが、今も殺されている。生き残っている彼らを
救うために力を貸してください
動物権利団体 Noah の広告

P124 左

<社会＆環境>

Mitsubishi

Don’t tweet and drive.
ツイートしながら運転をしないように

P124 右

<社会＆環境>

Mira

United to outplay autism
Our service dogs help autistic children find their way.
Ad by Mira, an organization helping disabled individuals by teaming them with dogs.
自閉症に打ち勝つために団結しよう
私たちの介助犬が、自閉症の子ども達の進む道探しを助けます
自閉症の子ども達と介助犬をつなぐ組織 Mira による広告

P124 左下

<社会＆環境>

Minas Gerais

Condoms are trending this carnival.
Aids awareness ad sponsored by the Minas government in Brazil.
コンドームがこのカーニヴァルの流行り
ブラジルの Minas 政府がスポンサーを務める、エイズに対する意識向上を促す広告

P125

<社会＆環境>

Stop HS2

What the cuss!
Help save our wildlife before it’s too late.
National grassroots campaign opposing the UK’s planned HS2 rail link. The copy
references the famous Roald Dahl classic “Fantastic Mr Fox,” highlighting the
devastating impact the high-speed track will have on British wildlife.
「ったく！」
手遅れになる前に、野生生物を救うために手を貸してください
UK で計画されている HS2 鉄道に反対する、国の市民キャンペーン広告。キャッチコピ
ーは、ロアルド・ダールの有名な「ファンタスティック Mr. Fox」に登場する言葉を用
いたもの。超高速鉄道によって英国の野生生物にもたらされる致命的な影響を強調して
いる

P126-127

<スポーツ>

Equinox

Equinox made me do it
Campaign for Equinox, the upscale gym and fitness club company.
Equinox のしわざ
高級ジム・フィットネスクラブ会社 Equinox のキャンペーン広告

P128

<スポーツ>

Omnitom

Omnitom yoga clothing
Omnitom ヨガウェア

P129 上

<旅行＆レジャー>

Norwegian

417 routes to 126 destinations. Discover the world with Norwegian.
126 の目的地、417 の路線。ノルウェーと一緒に世界を見つけにいこう

P129 下

<旅行＆レジャー>

Bratislava Zoo

Open for smiles
皆様の笑顔のために、開園しています

P130-131 <クラシック>

Coca-Cola

To mark the centenary year of the Coca-Cola bottle, we are presenting a selection of
ads published in past issues featuring this famous design icon.
コカ・コーラボトル 100 周年を記念して、これまで本誌に掲載された、かの有名なボト
ルデザインを用いた広告をご紹介します。

P130 上

<クラシック>

Staples! Always out there.
必需品！いつもそばに
1994 年制作

1994.

P130

下 <クラシック>

The shape
1995.
この形
1995 年制作

P131

上 <クラシック>

Refresh on the Coca-Cola side of life
Outdoor ad (2010).
コカ・コーラのある人生で、リフレッシュしよう
屋外広告（2010 年）

P131

下 <クラシック>

Real refresher.

(1998).
1998 年制作

本物のリフレッシュ飲料

P136

上 <学生コンテスト>

Gap

The only way to make our holiday socks cuter? Add a kitten.
私たちのホリデー・ソックスをもっとキュートにする唯一の方法って？
子猫を加えればいいのよ

P136 下

<学生コンテスト>

Ricola

“You (cough) look good”
Make sure good news sounds like good news.
「君（ゴホゴホ）素敵だね」
良い言葉には説得力を持たせましょう

P137 上

<学生コンテスト>

- Five cents

USAS

- 50 cents

The third world wages paid by first world brands.
Campaign by a network of student groups opposing third world labor abuses that draws
attention to the hourly wages paid to sweatshop workers producing clothes for famous
brands.
- 5 セント

- 50 セント

世界の主要ブランドが第三世界に支払う賃金
有名ブランドの衣服を製造する、搾取的な労働企業が従業員に支払う時給に目を向け、
第三世界の強制労働に反対の意を唱える学生ネットワークのキャンペーン広告

P137 左下

<学生コンテスト>

The Mission Continues

You know the drill. Thousands of veterans return from duty and struggle to translate their
skills and passion here at home. The Mission Continues is an organization that provides
opportunities to ease this transition through continued service with local non-profit
organizations. …
演習については熟知していても。何千という兵役経験者たちは、祖国に戻ってから自分
たちのスキルと情熱を傾ける先を探すことに苦労しています。The Mission Continues
は、地域の非営利団体と協力し、継続的なサービスを通じて生活に適応しやすい環境を
提供している組織です...

P137 右下

<学生コンテスト>

Post-it

When you mustn’t forget.
絶対に忘れちゃいけない時には

The work featured in this spread has been nominated for the Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2015.
This is an annual award whose winner is chosen by our readers. Find out more at
www.luerzersarchive.com
136-137 ページで紹介したのは 2015 年度 Lürzer’s Archive 国際学生年間賞の
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。
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P140
<自動車>
1

Honda

“Dreamrun”

A man enters an exciting dream world and has no intention of ever waking up again. Thanks to
his Honda, there is nothing to stop him from doing so. Strapline: Honda. The Power of Dreams.

エキサイティングな夢の世界へと入り込んだ男。もう二度と目覚めるつもりはない。愛
車の Honda のおかげで、夢の中を一直線に走り切る。
キャッチコピー：Honda。夢のチカラ。

<自動車>
2

BMWi3

“Newfangled Idea”

Back in 1994, Bryant Gumbel and Katie Couric pondered the history and origin of the @
character. In 2015, the two are having a similar discussion in the new BMWi3.

時は 1994 年、ブライアント・ガンベルとケイティ・クーリックが「アットマーク」の
歴史と起源についてあれこれ思案している。やがて 2015 年になり、２人は新型 BMWi3
の車内で、やはり似たような議論を繰り広げているのだった。

<自動車>
3

Fiat

“Fiat 500X Blue Pill”

An elderly man looking to give his sex life a lift is about to pop a Viagra; yet he somehow
manages to mislay the pill, which finally ends up in the tank of the new Fiat 500, unleashing a
spectacular boost of energy.

性生活に活力を求め、年配の男性がバイアグラを口にしようとする。が、口の中へと放
ったはずが錠剤は外に飛んでいってしまい、遂には新型 Fiat 500 のタンクに入り込んで
しまう。おかげで車のエネルギーは一気に高まることに。

<自動車>
4

Mercedes-Benz

“Fable”

A slightly different take on the fable of the hare and the tortoise: the new Mercedes AMG-GT
enables the tortoise to defeat the over-confident hare by a country mile.

「ウサギとカメ」の寓話が、少々違った結末を迎える。新型 Mercedes AMG-GT のおか
げで、カメは自信過剰なウサギを長距離で負かすのだった。

<自動車>
5

Cadillac

“The Daring”

When people are brave enough to break out of the narrow confines that hold them back, great
things can be born, as seen in the case of the creation of the Apple by inventor Steve Wozniak,
and the Cadillac, whose versatility and adaptability made it the car we know today.

人は、尻込みさせるような規制を打ち破るだけの勇気を発揮した時初めて、素晴らしい
ものを生み出すことができる。スティーブ・ウォズニアックによる Apple の開発然り、
その多様性と順応性で今日我々に馴染み深いものとなった自動車 Cadillac 然り。

<銀行、保険>
6

Budget Direct

“Captain Risky”

We are shown scenes from the fast-paced life led by Captain Risky, all of which help us to
appreciate why auto insurance company Budget Direct is not keen on having him as a customer.

キャプテン・リスキー（冒険野郎）が送る超ハイペースな人生の様子が映し出される。
そのどれを見ても、彼がなぜ、自動車保険会社 Budget Direct の顧客として迎えられな
いのかがお分かり頂けるはずだ。

<銀行、保険>
7

Nationwide

“Invisible Mindy”

Actress Mindy mimes the part of an average New York women who, due to the constant
disregard of the world around her, finally believes she is invisible. Nationwide insurance makes a
point of recognizing – rather than overlooking – the needs of its customers.

女優のミンディ・カリングが演じるのは、ニューヨークに暮らす普通の女性。しかし、
彼女は周囲から一向に注意を払ってもらえないことから、遂に自分は透明人間なのだと
思い込む。Nationwide 保険なら、顧客のニーズを見落とさずに、きちんと気づきます。

<アルコール飲料>
8

Bornholm Brewery

“Hair”

A young guy who has helped his girl climax is richly rewarded for his efforts. His partner being a
woman obviously not too concerned about shaving off excess body hair, his reward comes in an
equally natural guise: organic apple must from Danish brewery Bornholm.

彼女を絶頂へと導いた若者は、十分なお礼を受け取ることに。彼のパートナーは、どう
も体毛を剃ることをあまり気にしない様子。というわけで、彼へのお礼もまた「自然な」
状態のものが贈られる。それは、デンマークの酒造所 Bornholm が作った、オーガニッ
クのリンゴ・コンポート。

<アルコール飲料>
9

Budweiser

“Lost Dog”

The follow-up to Budweiser’s “Puppy Love” spot once again features the friendship between a
young retriever and a horse. With the help of some combined “horse power,” the little pooch
manages to get home safely.

Budweiser の一作「子犬の愛」の続編。今回もまた、幼いレトリバーと馬の友情が描か
れる。複合「馬力」の助けによって、子犬は無事家に辿り着く。
P141
<アルコール飲料>
10-13

Newcastle

In the new Band of Brands campaign, Parks and Recreation star Aubrey Plaza tells us, with just a
hint of sarcasm in her voice, of possible plans for New Castle to cooperate with other brands. As
she does so, a couple are busy selling off all household items that get in the way of themselves
and New Castle.

新「Band of Brands（ブラウンエール）」キャンペーンでは、TV 番組「Parks and
Recreation」の女優オーブリー・プラザが、ちょっとした皮肉も含ませながら、New
Castle が他者と手を組むかもしれないという計画を伝える。彼女が語る間、一組のカッ
プルは、自分たちと New Castle の間を阻む家庭用品を売り払うのに一生懸命だ。

<ノンアルコール飲料>
14-23

Sonic

In this spot for Peach Lime Diet Coke, a pair of human lips are made to morph into a cartoon
character, mouthing the words spoken by figures as diverse as “Dr. Sipster,” the Yeti, and the
Groundhog.

ピーチライム・ダイエットコークのコマーシャルでは、人の口がアニメキャラクターと
化し、「ドクター・シップスター」やイエティ、はたまたウッドチャックとしてお喋り
する。

<ノンアルコール飲料>
24

Pepsi Max

“Chain Reaction”

In a chain reaction, ping-pong ballscollide with mousetraps, creating a visually stunning but
simple effect. And that is precisely the way the taste experience of Pepsi Max should be – without
any fireworks or added sugar.

ネズミ捕りに仕掛けられたピンポン玉が、連鎖反応で次々と弾け飛び、シンプルであり
ながら壮大な光景が生まれる。これぞ正に、派手な効果や砂糖の増量がなくとも、
Pepsi Max を味わった時のあの感じと同じである。
<ノンアルコール飲料>
25

Mountain Dew

“Come Alive”

After enjoying a slug of their drink, the men succumb to a dance-driven frenzy – only to find that
the furniture is joining in. A spot for that extra kick provided by PepsiCo’s Mountain Dew.

飲み物を一口飲んだ 3 人が、たちまち思いっきり踊り出す – だけでなく、気づけば家
具たちもその輪に加わっていた。PepsiCo の Mountain Dew から発売される製品
「Kickstart」の作品。
<子ども>
26

Lego

“Fifty Shades Of Bricks”

Right on cue for the release of the movie of the same name, Antonio and Andrea Toscano have
brought out a Lego version of Fifty Shades of Grey. The film mimics the cinema trailer right down
to the tiniest details – and is no less short on titillation.

同名の映画公開に合わせて、アントニオ＆アンドレア・トスカーノがレゴ版「フィフテ
ィ・シェイズ・オブ・グレイ」をお送りする。本作は映画の予告編を忠実に再現してお
り、刺激も本家に劣らない。
<化粧品>
27

Lynx

“Less Effort, More Style”

A handsome young guy watching a TV program on the global impact a great hairdo can have.
Being one who uses Lynx to style his hair, he always gets perfect results with the minimum of
effort.

ハンサムな青年が、「最高の髪型でいることが世界に及ぼす影響」についての TV 番組
を見ている。いつも Lynx で髪を整えている彼は、それ故最小限の努力でいつもパーフ
ェクトな結果を得るのだった。

<化粧品>
28

Dior

“It’s Miss, Actually”

Natalie Portman plays Dior’s muse, “the bride who couldn’t.” No longer the daughter who will fill
her father with pride, she ducks out and takes up with a helicopter pilot instead.

ナタリー・ポートマンが Dior のミューズ「花嫁になれなかった花嫁」を演じる。もは
や父の誇りの娘でいられなくなった彼女は、結婚式を抜け出し、ヘリコプターの操縦士
と仲を深める。
<化粧品>
29

Axe

”Hotel”

A good-looking, immaculately turned-out man enters a hotel lobby, immediately sparking
speculation as to who this dapper gent might be. Could he be a super-snooper or, perhaps,
an elite surgeon? Whereupon he slips inside a door marked Staff. A new spot for White Label
care products from Axe.

カッコ良く、身なりも整った１人の男性がホテルのロビーにやって来ると、まもなく周
囲の話題はこの粋な男性の正体で持ち切りに。彼はスパイか、はたまた外科医か。する
と彼は「従業員」と書かれたドアの奥に消えていく。Axe が手がける White Label ケア
製品のコマーシャル。

<化粧品>
30-35

Old Spice

In its latest campaign, Old Spice hires a caballero to emphasize the values that turn a man into
a “real man.” These include not only strength, courage, confidence, and daring but also
leadership qualities and chivalrous behavior.

Old Spice の最新キャンペーンでは、男性が「本物の男」に変貌することの価値に光を
当てるべく、紳士が登場する。「本物の男」とは、力や勇気、自信、根性を持っている
だけでなく、リーダーシップがあり、騎士のようでなくてはならないのだ。

P142
<化粧品>
36

Aussie

“Shit Girls Say About Hair”

Actor Graydon Sheppard strikes a chord with many a woman struggling to deal with the tangle
of daily hair issues; the woman he encounters in the spot has far less hassle coping with her hair,
being a user of Aussie care products.

俳優グレイドン・シェパードが、日々髪にまつわる悩みを抱える多くの女性たちに訴え
る。本作で彼が出会う女性たちは、Aussie ヘアケア製品を使用しているので、髪の悩み
にイライラすることはほとんどないのだ。

<化粧品>
37

Aquafresh

“Happy White Valentine”

We peer over a cake decorator’s shoulder as she creates one of her works of art. In the course of
this mouthwatering scene, however, we discover that the “cake” is made entirely of Aquafresh
brand toothpaste.

ケーキ職人が、芸術的な作品を生み出している。思わず涎が出てしまいそうな光景だが、
実はこのケーキ、全て Aquafresh 歯磨き粉からできていると判明。

<エンターテイメント>
38

Clash of Clans

“Revenge”

In online videogame Clash of Clans, actor Liam Neeson swears bitter revenge after losing out to
another gamer. So absorbed is he in the game that he almost misses the call for the food he has
ordered in a restaurant.

オンラインビデオゲーム「Clash of Clans」の作品。俳優のリーアム・ニーソンは、別
のゲーマーに負けを喫し、復讐を誓う。あまりにゲームに夢中になっているため、頼ん
でいたレストランの料理も危うく逃しそうになってしまう。
<エンターテイメント>
39

Guild Wars 2

“Heart Of Thorns”

“The Dragon is rising” – with far-reaching consequences. The aim of the videogame is to free
the continent of Tyria from dragon domination. A highly entertaining animated spot for the add-on
to Guild Wars 2 featuring impressive graphics and dynamic visuals.

「ドラゴンが目覚める」 - その影響は広範囲に及ぶ。このビデオゲームは、ドラゴン
の支配下から Tyria という大陸を解放しようというもの。優れたグラフィックスとダイ
ナミックなビジュアルが印象的な、Guild War 2 の非常に見ごたえのあるアニメーショ
ン作品。

<ファッション>
40

Eastpak

“Eastpak”

A nude male model seen carrying what appears to be a nude female model but subsequently
turns out to be an Eastpak backpack. A spot for the special Eastpak range created by J.P
Gaultier.

裸の男性モデルが、同じく裸の女性モデルを背負っているように見えるが、実は
Eastpak のリュックサックを背負っていたのだと分かる。J.P ゴルチエが手がけた
Eastpak のスペシャル商品を宣伝した作品。
<食品>
41

XO Mints

“The Ugly Couple Song”

A commercial addressing all those who are a little less well endowed in terms of outward
appearances. XO peppermints help such people to meet more of their own kind – and to produce
something beautiful all of their own.

外見がちょっとばかり「残念」な人々に捧げられたコマーシャル。XO ペパーミントは、
そうした人々が自分たちと似た人々に出会い、自分たちらしい美しさを生み出していく
ことに一役買う。
<食品>
42

Cadbury 5Star

“5Star Buffering”

This spot offers an ingenious answer to the question as to why it always takes so long for online
videos to load. This much can be revealed: it is due in no small part to Cadbury’s 5Star candy
bar.

オンラインビデオをローディングするのに、どうしていつも時間がかかるのか。この問
いに巧妙な答えを出した一作。曰く、答えはこうである：Cadbury の 5Star キャンディ
バーが大きな原因かもしれない。
<食品>
43

McDonald’s

“Popov, The Clown”

When Popov The Clown is done for the day, there is only one place to go to unwind: McDonald’s
– and a clown will, of course, always be in the very best of company with Ronald McDonald.

道化師のポポフが一日の仕事を終えてくつろぎに向かう先、それは McDonald’s。「道
化師」なので、言うまでもなくロナルド・マクドナルドとはいつも一番の親友だ。

<食品>
44

Organic Valley

“Save The Bros”

The Organic Valley association of organic farmers is worried about the pumped-up “bros” out
there and the synthetic protein shakes they are all gulping down – but soon has its very own
solution to the problem: Organic Fuel, a completely organic protein shake.

有機農業を営む農家が集う Organic Valley 組合は、街行く「野郎」たちがこぞって合成
タンパク質のシェイクを飲み干していることに頭を悩ませていた。しかし、遂に解決策
に行き着く。それが 100%オーガニックなプロテインシェイク、Organic Fuel だ。
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<食品>
45-46

Just Eat

“Moustache,” “Cotto Candy”

The very idea of ordering food from Just Eat blows a fuse in the mind of many a customer,
triggering hallucinatory images of a unicorn. A spot for the app used to order food from Just Eat.

Just Eat で食品を頼むという考えそのものが、多くの顧客の脳内ヒューズを飛ばし、ユ
ニコーンの幻覚を引き起こす。Just Eat でオーダーする際に使用するアプリのコマーシ
ャル。
<食品>
47

Mars Bar

“Pan Flutes”

Two dog owners engaging in a spot of friendly one-upmanship. While one is out to impress
with simple jumping routines executed by his mutt, the other is able to top this with a pooch
that plays the Pan flutes. A spot for “winners” from Mars.

どちらが一枚上手かを和やかに語り合う、２人の愛犬家。一方の犬は、シンプルなジャ
ンプを披露してみせる。もう一匹の犬は、パン・フルートを吹いてみせ、相手の上に立
つ。Mars による「勝者」のコマーシャル。
<食品>
48

Snickers

“The Brady Bunch”

In a new episode of “You are not you when you are hungry,” US TV star Danny Trejo takes
on the part of Marcia in classic 1990s series “The Brady Bunch.” Also along for the ride is
Steve Buscemi, alias Jan Brady.

「腹が減ってちゃ、マトモじゃいられない」シリーズの新作は、アメリカの TV スター、
ダニー・トレホが 1990 年代の名シリーズ「ゆかいなブレディー家」に出演する。ジャ
ン・ブラディーとして共演を果たすのはスティーブ・ブシェミ。

<食品>
49

Jarlsberg

“Compromise”

After a night spent together, the man stays on for breakfast. Yet when it emerges that the
young lady has no Jarlsberg cheese, and even has the temerity to suggest all cheeses are
the same, this sets in motion an irreversible chain reaction that sends him scarpering as fast as
he can.

一夜をともに過ごした後、男性は朝食まで残ることに。しかし、女性が Jarlsberg のチ
ーズがないと告げ、さらにはどのチーズだって全部同じだという一言を投げかけたが最
後、言葉に過剰反応した男性はさっさとその場をあとにする。

<食品>
50 Oreo

“Feel The Feelings”

Three shorts in which we witness how people manage to step outside of themselves with
the help of Red Velvet Oreos. While these may be considered only small changes when seen
from an outsider’s perspective, they mark a huge leap out of their comfort zone for the persons
concerned.

レッドベルベット味の Oreo のおかげで、人々がどうやって一歩踏み出したのかが描か
れる 3 つのショート作品。他人からしてみれば小さな変化にしか見えないかもしれない
が、当人としては、大切な人のために安全地帯から外れて大きな一歩を踏み出したのだ。
<ハウス＆ガーデン>
51-53

American Standard

The new VorMax flushing system puts an end to unsightly skidmarks and splashes on the toilet
seat, sluicing them all away in a flash.

新 VorMax 洗浄システムを使えば、便座に付着してしまったものや、引っ掛けてしまっ
た場合も、一気に流せます。
<ハウス＆ガーデン>
54

Wolf Ranges

“Reclaim The Kitchen”

A spot from kitchen and cookware producer Wolf encouraging people to spend more quality
time together cooking with friends and family. The spot is an exhortation to return the kitchen
to its rightful place as the heart and hearth of our home.

台所器具、調理用品メーカーの Wolf がおくるコマーシャルは、友人や家族と料理をす
る大切なひと時をもっと増やそうと呼びかける。家庭の中心という本来の場所として、
キッチンを再認識しようと奨励した作品。

<ハウス＆ガーデン>
55

Leroy Merlin

“Happy Valentine’s Day”

A commercial in which we learn how home improvement store Leroy Merlin managed to get a
quarreling couple back together just in time for Valentine’s Day – and also helped to create
something bigger in the process.

喧嘩中のカップルが、ホームセンターLeroy Merlin のおかげでバレンタインデーまでに
仲直りする姿を描いた作品。関係を修復する過程で、２人がより大きなものを作りあげ
ることにも店が一役買っている。

<オフィス用品>
56

Loctite Glue

“Positive Feelings”

In this spot done in street gang style, a whole battalion of office workers sing the praises of
Loctite glue.

ストリートギャング風に仕上げられた一作。オフィスの全社員が、Loctite 糊を称賛する
歌を歌い上げる。
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<出版、メディア>
57-59

The Ernest Hemingway Foundation

The short attention span of young readers is the motif inspiring this trilogy of spots for The
Ernest Hemingway Foundation. In quick fifteensecond time-lapse sequences, three Hemingway
classics are told using stop motion illustrations.

アーネスト・ヘミングウェイ財団の 3 部作は、若い読者たちの集中力が持続しないこと
をモチーフにして作られた。15 秒という短いコマ撮りの中で、ヘミングウェイの 3 つ
の名作がアニメーションで語られる。
<小売>
60

Ikea

“The Joy Of Storage”

Like migrating birds, a dozen T-shirts set off on a long journey before finally settling down in their
new home, an Ikea closet.

渡り鳥のごとく、さまざまな T シャツが長距離を旅し、最後に新たな住処である Ikea
クローゼットの中に収まる。

<小売>
61 MoneySuperMarket

“#EpicStrut”

The savings he made by checking price comparison site MoneySuperMarket delight a guy so
much that he goes striding through the streets of New York in hot pants and high heels – sexy
dance moves included.

価格比較サイト MoneySuperMarket で値段をチェックしたおかげで、節約できた額に嬉
しくなった男が、ニューヨークの街をホットパンツにハイヒールという姿で歩く – セ
クシーな動きも見せつけながら。

<小売>
62

Hornbach

“Spring Collection”

After his wife inadvertently tosses out his favorite pair of jeans, a man sets off to find them again.
And it is at the landfill that, with the help of a spade from Hornbach’s new spring collection, he
finally unearths them.

お気に入りのジーンズを、妻にうっかり捨てられてしまった男は、それを取り戻す旅に
出る。埋め立て地に辿り着いた彼は、Hornbach 春の新作である鋤の助けを借りて、よ
うやくジーンズを発掘する。
<サービス>
63

Canal+

“Unicorns”

The Flood is approaching, yet two unicorns are still missing on Noah’s Ark. Finally, his son brings
them aboard – only to discover that they are both male. This is the tack taken by a screenwriter
for pay TV channel commercial Canal+ when trying to sell his female companion the story of why
unicorns became extinct.

洪水が迫っているが、二頭のユニコーンは依然としてノアの箱船上にいない。ようやく、
息子が二頭をを乗せたものの、両方とも雄であった。実はこの展開、ユニコーンの絶滅
の理由を同僚の女性に説明すべく、有料チャンネル Canal+の脚本家が練ったものであ
った。
<サービス>
64

British Army

“Normal Day”

Inhospitable conditions such as these are all part of the daily routine for the British Army, which,
through its unceasing commitment, manages to master all surroundings.
Pay-off: Restoring normal days. From Europe to Africa to Asia.
That’s what the British Army fights for.

こうした過酷な状況こそ、英国軍の日々の活動の一部なのだ。
絶え間なく任務に従事し、周囲の環境をなんとか制圧している。
キャッチコピー：普通の日々を、復元するために。ヨーロッパからアフリカ、
アジアまで。英国軍はそのために戦っています。

<サービス>
65 Midttrafik

“Epic Bus: The Sequel”

The Danish public transit authority gives the starring role in this spot to its superhero “the
passenger,” showing how buses can be used to travel almost to the ends of the earth. In the face
of such coolness, motorists would be well-advised to change their mode of transport pretty
sharpish.

デンマークの公共交通機関は、バスが地球最果ての地に行くためにも使われることを映
し出し、本作の主人公である「乗客」に焦点を当てる。冷静な描写の中にも、自動車を
利用する者には交通手段を変えるよう、なかなか鋭く忠告している。
<サービス>
66-68
Ebay
However hopeless the situation, be it in the car or the children’s room back home, internet
auction site eBay has a product proposal to help deal with the situation.

車内であれ子供部屋であれ、それがいかにお手上げな状況であっても、インターネット
オークションサイトの eBay は、そんな場面に対応できる品を提供している。
<サービス>
69-70
Fedex

“Growing Business,” “Robot”

In one spot, we learn something about the slightly sadistic tendencies of a FedEx worker, while in
the other a customer wishes to ship his robot, an idea that does not go down too well in the first
instance.

最初の作品では、FedEx 社員のややサディスティックな傾向を知ることになる。後者で
は、ある顧客がロボットを輸送したいと願うが、ロボットは当初複雑な心境でそれを受
け止める。
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<サービス>
71 Mophie

“All-Powerless”

The doomsday scenario becomes reality as plagues and hurricanes ravage the earth. The
camera then pans up to the sky and we see why: God’s mobile has run out of juice.
Pay-off: When your phone dies, God knows what could happen. A spot for mobile chargers
produced by Mophie.

疫病やハリケーンが地球を襲い、世界滅亡のシナリオがいよいよ現実となる。しかしカ
メラが空を映し出すと、その理由が判明した。神の携帯がバッテリー切れを起こしたの
だ。
キャッチコピー：充電が切れた時、何が起こるかは神もご存知。Mophie による携帯充
電器のコマーシャル。

<サービス>
72-74

Facebook

This spot shows how just how many different faces a friendship can have. Be it coworkers,
soulmates, sidekicks, or simply the like-minded, everything is possible – and, perhaps, just a
“friend request” away.

友情、というものが持つさまざまな顔を表現した作品。同僚だったりソウルメイトだっ
たり、右腕かもしれないし、ただただ思考が似た者同士かもしれない。誰であれ、全て
が可能なのだ。そしてそれは、多分「友だち申請」をするだけで始まる。

<サービス>
75

Google Play

“Jack Black”

In this illustrated 1970s style spot, we accompany comedian Jack Black on a quick canter through
his life. In doing so, we also discover how much influence California has had on his wishes and
dreams. A spot for the Android app Google Play.

1970 年代風なイラストレーションの作品では、コメディアンのジャック・ブラックが
これまでの人生を手早く回想する。その中で、彼の願いや夢において、カリフォルニア
という場所がどれほど彼に影響を与えたのかが分かる。アンドロイドアプリ Google
Play のコマーシャル。
<サービス>
76-77

Microsoft Lumia 635

“Breaking Up,” “New Love”

These two spots tell of a fading relationship and of the blossoming of a new love. Only gradually
do we realize that the new “partner” in question is actually the new Lumia 635.

消え行く関係と、一方で新しく始まる恋を描いた 2 作品。やがて我々は、新しい「パー
トナー」というのが、実は新型 Lumia 635 のことだと分かる。
<社会＆環境>
78

Dompé

“The Rarest Ones”

A man heads off on the trail of endangered species, being himself one of the few specimens of
his own kind. Biotech company Dompe specializes in treatments for rare diseases, having made
this its key area of research.

自身も稀な病気を患う男性が、絶滅の危機に瀕する生き物たちの痕跡を辿る。バイオ技
術企業の Dompe は、まれな疾患を研究の中心領域に定め、その治療を専門としている。

<社会＆環境>
79

Toronto Crime Stoppers

“Cookin’ With Molly”

Done in the style of a TV cooking show, this spot set in a shabby warehouse offers viewers a
variety of drug recipes for them to try out at home. Toronto Crime Stoppers is a TV program in
which members of the public are urged to help the police solve crimes.

古びた倉庫を舞台に TV の料理番組形式をとった本作では、家庭で試せるさまざまなド
ラッグのレシピを視聴者に紹介する。Tronto Crime Stoppers（トロント犯罪防止者）は、
警察の事件解決に向けて、市民の情報提供を呼びかける TV 番組である。
<社会＆環境>
80

TCO

“Business Like A Swede”

A rap number whisks us off on a company visit to Sweden to illustrate what sustainable business
really looks like. Along with secure pension schemes and a good work atmosphere, staff are
promised six weeks leave each year. TCO is an organization campaigning for sustainability in the
IT sector.

持続可能なビジネスとは一体どういうものなのか。ラップミュージックにのせて、スウ
ェーデンのとある企業が紹介される。年金保証や良質な職場環境に加え、スタッフたち
は年 6 週間の休暇を約束されている。TCO は、IT 分野での持続性を訴える組織である。
<社会＆環境>
81

Hodina Detom

“Kid”

A boy in a Superman outfit first spreads his wings heroically before cowering below them.
Pay-off in this spot for a children’s welfare organization: Not every kid dreams of being a
superhero. Some just dream of having a normal life.

スーパーマンの衣装を着た少年が、ヒーローらしく翼を広げるものの、実はその下に潜
り込むという児童福祉機関の作品。
キャッチコピー：どの子どもも皆スーパーヒーローになりたいわけではありません。た
だ普通の生活を送ることを夢見ている子どもたちもいるのです。
<社会＆環境>
82

The Halo Trust

“Every Little Penny Counts”

A bleak-looking football pitch on which children are playing barefoot. When the ball comes down
a long way outside the pitch, a boy tosses a few coins in its direction, causing a mine to explode.
Pay-off: In landmine clearance every little penny counts. A spot for the Halo Trust, an institution
committed to removing the debris of war.

わびしいサッカー場で、子ども達が裸足でプレーしている。ボールがピッチの外へ飛び
出してしまった際、少年がそちらに向けて数枚のコインを投げると、地雷が爆発する。
キャッチコピー：地雷除去のためには、たった一枚のコインでも役に立ちます。戦争の
残骸処理に従事する機関 Halo Trust の作品
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<社会＆環境>
83

Mira

“United To Outplay Autism”

An illustrated spot in which an emotionally sensitive four-legged friend guides an autistic child out
of the confusing maze of its illness. A spot from Mira, an organization that pairs dogs with autistic
children.

感情に敏感な四つ足の友人が、自閉症の子どもを病気の迷宮から外に連れ出す、イラス
トレーションの作品。自閉症の子ども達と犬をつなぐ組織 Mira のコマーシャル。
<社会＆環境>
84

No MORE

“Delivery”

A women calls the emergency services, pretending to be ordering a pizza. The guy taking the call
believes it to be a hoax until, after listening sympathetically and asking a few questions, he
realizes there is something holding the woman back, preventing her from speaking openly. A spot
for the organization NO MORE, which campaigns against domestic violence.

とある女性が、宅配ピザを頼むふりをして救急サービスに電話をかける。応対した男性
はひやかしだと思ったものの、しばらく親身に話を聞いて二、三質問をしてから、どう
も女性がオープンに話すことをためらう何かを抱えていることに気づく。DV に反対す
る組織 NO MORE の作品。
<社会＆環境>
85

Fundación Cinépolis

“Birdman”

The title of this spot may be taken as a nod to this year’s Oscar-winning movie by Alejandro
González Iñárritu. Thanks to the support of Fundación Cinépolis, even Latin American children
from poor backgrounds now have a chance to go to the cinema and to broaden their perspective
on the world.

本作のタイトルは、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督による今年のオスカ
ー受賞作に賛同して名付けられたのかもしれない。Fundación Cinépolis の支援のおか
げで、今やラテンアメリカに暮らす貧しい家の子ども達も映画館に足を運び、世界に対
する視野を広げることができるようになった。

<スポーツ>
86

Equinox

“Equinox Made Me Do It”

Be it the woman sporting a brightly colored leopard-skin shirt or a muscular hunk chained to the
heating, all of the people seen here stating, “Equinox made me do it.” A spot for the operator of
upscale gyms.

派手なヒョウ柄シャツに身を包んだ女性も、暖房装置に繋がれた逞しい男性も、ここに
登場する人々は皆「Equinox のしわざ」というメッセージとともに現れる。高級ジム運
営会社のコマーシャル。
<スポーツ>
87

Adidas

“#OriginalSuperstar”

Adidas in a move to debunk superstar clichés. Being a superstar is about more than making
fans happy and giving autographs. In the case in hand, David Beckham, Pharrell Williams and
others decide to abandon the trappings normally associated with superstardom.

スーパースターにありがちな展開を覆す Adidas の作品。スーパースターであること、
それはただファンを幸せにし、サインを提供することだけではない。本作では、デビッ
ド・ベッカムやファレル・ウィリアムスといったスターたちが、スターダムにのし上が
った者と結びつけられがちな法則を捨て去る。

<スポーツ>
88

BMW

“The Road To Twickenham”

The lonely night-time drive in the BMW takes us past pubs and residential neighborhoods, with a
chorus of fans to be heard at first singing softly in the off and then rising to full pitch outside the
stadium. BMW is a proud sponsor of England’s Rugby League.

BMW に乗り、深夜の孤独なドライブに出る。パブや住宅街を通り抜けながら、ファン
たちの合唱が始めのうちは小さく、やがてスタジアムの外まで来ると大歓声となって聞
こえてくる。BMW は英国ラグビーリーグの誇るべきスポンサーだ。
<旅行＆レジャー>
89

Booking.com

“Booking Hero”

This spot teaches us just how major a decision it can be picking the right hotel to check into.
The choices available to users at online platform booking.com do, after all, cater to every
conceivable taste.

適切なホテルを選ぶことがいかに重要かを教えてくれる一作。オンラインサイト
Booking.com がユーザーに提供する選択肢は、想像できるあらゆる嗜好向け。

<旅行＆レジャー>
90

Lastminute.com

“Sexy Delights Of Europe”

Online travel portal Lastminute.com marked Valentine’s Day 2015 by using the attractions of
naked Roman statues and sexual allusions taken from the wonders of nature to promote
Europe’s cultural treasures.

オンラインの旅行ポータルサイト Lastminute.com は、2015 年のバレンタインデーを記
念し、ローマの裸体像やさまざまな自然の驚異が示唆する性的な動きを集め、ヨーロッ
パの文化遺産を宣伝した。
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GoRVing Canada

“Bring Back Wildhood”

GoRVing Canada, an organizer of excursions made by camper and RV, has dedicated itself
to the task of helping children of today learn how to appreciate nature and explore the great
outdoors. Romping around in the wild and wallowing in mud has never been this much fun!

キャンプに出かける人々や RV に乗る人々によって作られた小旅行団体 GoRVing
Canada は、自然の素晴らしさや屋外を探検することの楽しさを、現代の子ども達に教
えることに従事している。広野を走り回り、泥まみれになることがこれほど楽しかった
とは！

