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P16 上

<自動車>

Fuso

Gone with Fuso
Fuso とともに去りぬ

P16 下

<自動車>

VW

Volkswagen Pedestrian Detection.
Volkswagen 歩行者検知機能

P17

<自動車>

Kubota

- Some masterpieces hang on a wall. Others knock walls down. The world’s No.1 selling
compact excavators are part machine, part masterpiece and all Kubota.
- Engineered to work only two shifts. Day and night. Reliable. Durable. Muscle bound.
The SVL shows up ready to work, day in and day out.
- 壁にかけられる傑作もあれば、壁を叩きつぶす傑作もある。世界最高の販売台数を誇
るコンパクトな掘削機は、機械であり、傑作であり、全て Kubota 製である
- 昼と夜、2 つのシフトのみに対応。信頼性抜群、耐性抜群、体格抜群。SVL が昼でも
夜でも確かな仕事ぶり
P18

<自動車>

Harley Davidson

That day, the Nazis raised their hands in surrender. Yet, we couldn’t raise ours in victory.
On May 6th 1945, the US Army rode into the city of Pilsen on Harley Davidsons, to open
the roads for the troops and liberate it from the Nazis. However, under communist rule,
these events were wiped out of the history books. The Harleys remained in the city.
They became symbols that the truth would never be erased, and that one day, the real
story of Pilsen’s liberation would finally prevail.
A piece of freedom
This ad is a sequel to the Harley-Davidson print campaign featured in these pages a
year ago.

その日、ナチスは降伏した。しかし、我々はこれを勝利と呼ぶことはできなかった。
1945 年 5 月 6 日、アメリカ軍はナチスから道路を解放するべく、ピルゼンの街に
Harley Davidson で乗り込んだ。しかし共産主義のルールの下、この出来事は歴史から
抹殺されてしまったのである。それでもこの時のハーレイは街に残った。事実は決して
消されることがなく、いつの日か、ピルゼン解放の事実が世に明かされることを期待し
て
自由の象徴
1 年前、本誌に掲載された Harley-Davidson ポスターキャンペーンの続編
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<自動車>

K&N

- The cure for your itchy trigger foot. Give your right foot what it wants with a K&N
performance air intake system. It delivers more horsepower – guaranteed – and installs
in about 90 minutes. Order yours online today. So you can scratch that itch.
- Welcome to the passing lane. Now anytime can be go-time. K&N High-Flow Air Filters
are designed to increase horsepower with up to 50% more airflow. And with five-minute
installation, better performance doesn’t get much easier. Order yours online today.
- Everyone loves that fast car smell. We all want performance. And now you can get it
with a K&N High-Flow Air Filter, designed to increase horsepower with up to 50% more
airflow. Order yours online, spend five minutes under the hood and you’re good to go.
- Pedal down. Pulse up.
- ムズムズする利き足のために。右足に、K&N の吸気装置を進呈しよう。さらなる馬力
を保証、90 分程度で取り付けが可能。今すぐオンラインでご注文を。そうすれば、か
ゆいところに手が届く
- 追い越し車線へようこそ。もう、いつだって追い越せる。K&N 高流動エアーフィルタ
ーなら、50%以上の気流まで馬力を増強する。取り付けは 5 分、最高の走りを簡単に手
に入れられる。今すぐオンラインでご注文を
- 速い車の匂いが嫌いな人などいるものか。みんなあの走りに憧れているはずだ。50%
以上の気流まで馬力を増強する K&N 高流動エアーフィルターで、憧れを手に入れよう。
今すぐオンラインでご注文を。フード下への取り付けは 5 分、そうすればあとはもう出
発するだけ
- ペダルを踏み込み、パルス信号が上がる

P22

<自動車>

Troller

I wish I were a troller
The new 2015 Ford Troller with 200 horsepower.
自分がトローラーだったらよかったな
2015 年型 Ford Troller、200 馬力

P23

<自動車>

Land Rover

Depend on Land Rover Genuine Parts.
(The image below shows a detail from the ad above.)
Land Rover 純正パーツを使いましょう
（下のポスターは、上のディテールを表したもの）

P24

<自動車>

RAM

- The corner office isn’t where you upgrade your view. Pinstripe embroidery – 8.4’ touchscreen display – Argento wood accents. – Laramie Limited.
- Sling open the doors and swagger on in. Etched filigree accents – 100% full grain
leather seats – walnut burl wood. – Laramie Longhorn.
Strapline: Guts glory. RAM.
- 一段上の景色を見せてくれるのは、オフィスの角部屋ではない。ピンストライプの模
様 – 8.4 インチのタッチスクリーンディスプレイ – アルジェント木材仕様 – Laramie
Limited
- 颯爽とドアを開け、スマートに乗り込む。フィリグリー仕様 – 100%銀面皮シート –
くるみ色のバールウッド – Laramie Longhorn
キャッチコピー：栄光の中心

P25 上

<自動車>

Audi

The all-new Audi RS 3 Sportback. Born restless. See what happens when you unleash
an RS 3 Sportback. Search RS3.
- 新型 Audi RS3 Sportback。片時も眠らない車。RS 3 Sportback を紐解いてみよう。
RS3 で検索を

P25 下

<自動車>

- The Beetles.

Beetle

– The Temptations.

Strapline: Beetle. The sensational new price.
- ザ・ビートルズ

- ザ・テンプテーションズ

キャッチコピー：Beetle。衝撃の新価格

P26

<自動車>

BMW

0- 100 in 3 seconds.
3 秒間で、0 から 100 へ

P27

<自動車>

VW

The closer you come, the more dangerous it gets.
Volkswagen Automatic Distance Control ACC.
近づくほど、危険も迫る
Volkswagen 自動車間制御装置 ACC

P30

<自動車>

Ford Trucks

- Spreadsheet
- June expenses
- Monthly costs
Less expenses. More savings.
- 表計算シート
- 6 月の支出
- 月別経費
支出を減らしてもっと節約

P31

<自動車>

VW

ACC System. Keeps you at a safe distance from the vehicle ahead.
ACC システム。前方車両と安全な車間距離を保ちます

P32

<自動車>

VW

Our latest safety innovation. by Lydia Rauch aged 11yrs.
This is the speedometer from the Rauch family’s Golf TSI. The old numbers were
replaced by the engineers at Volkswagen with numbers drawn by Lydia. They simply
turned their minds from engineering safer cars, to engineering safer drivers. Now when
Ms. Rauch is frustrated by a slow driver, or is running late for work, Ms. Rauch the mum
isn’t overtaken by Ms. Rauch the impatient drama teacher. Because this simple reminder
of a loved one is right there in front of her at the exact moment Ms. Rauch considers
speeding. IT would be the first time a stroke of engineering brilliance has made our cars
go slower. Engineering the world’s safest cars is one thing. Making the world safer for
the people who drive them, well that’s off the dial. To follow the experiment, visit
colkswagen.co.nz/speeddial
Brilliant value
VW 最新の安全イノベーション／リディア・ロウチ、11 歳作
こちらはロウチ家が乗る Golf TSI のスピードメーターである。Volkswagen のエンジニ
アたちが、従来の数字をリディアが描いた数字に付け替えたのだ。安全な自動車を製造
することから、安全なドライバーを生み出すことへ、ちょっとした思考の転換をしてみ
た。今や、ロウチ夫人が前方ののろのろ運転に悩まされていたり、あるいは仕事に遅れ
そうな時でも、もう「ロウチ家のお母さん」は「短気な演劇教師」へと変貌することは
ない。なぜなら彼女がスピードを上げようかなと思うその瞬間、愛する娘が描いてくれ
た数字が目の前で注意を促してくれるのだから。エンジニアの技が自動車の走りを遅く
したなんて、恐らく初めてのことだろう。世界で最も安全な自動車を生み出すことと、
運転するドライバーにとって安全な世界を生み出すことは別だ。実験の詳細を、
volkswagen.co.nz/speeddial でご覧あれ
輝ける価値
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<自動車>

VW

A proper job needs the right tools.
Only our expert technicians have bespoke tools to service your Volkswagen properly.
And as we price match within 5 miles, why go anywhere else?
Strapline: VW. Well worth it.

きちんとした仕事には、きちんとした道具を
我々の卓越した技術者たちのみが、あなたの Volkswagen を適切に扱う専用工具を所持
しています。さらに 5 マイル以内の最安値を保証。他所に行く必要、ありますか？
キャッチコピー：VW。十分な価値があるから

P34

<自動車>

Audi

Not yet! Intelligent airbag system.
まだダメ！自動エアバッグシステム

P35

<銀行、保険>

Ergo Insurance

- Futon feast. Mmmm...with tasty coconuts fibres. Exquisite flavour. €1000
- Sofasnacks. Premium leather. Extra soft. €5000
Cover your dog’s expensive tastes. Third party liability insurance for dogs – from just
€7.77 per month.
- 布団のご馳走。うーん、ココナッツの繊維がたまらない。絶品の味。€1000
- ソファスナック。最高級レザー。格段の柔らかさ。€5000
高級を好む愛犬のために。犬のための第三者責任保険、月々だったの€7.77 から
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<アルコール飲料>

Saint Bier

- Beer with corn? Forgive them, for they do not know what they are drinking.
- The miracle only was turning water into wine because we hadn’t invented our formula
yet.
- When it comes to quality, we are orthodox: beer has got to be pure malt.
- Ideal glass to taste it: holy grail
Convert yourself
Campaign for Brazilian beer brand Saint Bier, brewed in compliance with Germany’s
“Beer Purity Law,” which permits the use of three ingredients only: water, barley, and
hops.

- コーンから作るビールだって？自分が何を飲んでるのか分からないんような連中だか
ら、許してやろう
- 唯一の奇跡は、水を葡萄酒にしたことだ。だって俺たちが方法を発明したんじゃない
んでね
- 品質となると、俺たちはごくオーソドックスを好む。ビールはピュアモルトでなくち
ゃ
- これを味わうのに最高のグラスと言えば：聖杯
「改宗」しよう
「水、麦芽、ホップ」という 3 つの原料だけを許可する、ドイツの「ビール純粋令」に
のっとって醸造された、ブラジルの Saint Bier ビールのキャンペーン広告

P40-41

<ノンアルコール飲料>

Beanos

- May your sunrise be as sweet as honey.
- May your morning be as bright as the whitest of all milks and creams.
- May your day be as joyous as fresh mints and jasmines.
Now, read it
This campaign for Beanos brand coffee features typical Egyptian morning wishes written
in modern Arab calligraphy – challenging to read if you are not yet fully awake.
- あなたの一日のはじまりが、はちみつと同じくらい甘くありますように
- あなたの朝が、ミルクやクリームと同じくらい真っ白でありますように
- あなたの一日が、フレッシュなミントやジャスミンと同じくらい喜びに溢れたもので
ありますように
さあ、解読してみて
エジプトではお馴染みの朝の祈りを、現代風なアラブ文字で記した Beanos コーヒーの
キャンペーン広告。目が完全に覚めていないと、なかなか読みづらい

P41 下

<ノンアルコール飲料>

- The caramel latte

McCafé

- The cappuccino

Pure coffee pleasures
- キャラメルラテ

- カプチーノ

幸せなコーヒータイム

P44

<ノンアルコール飲料>

Lucozade

- Commute like a hot knife through butter
- Work from 9:00 to sublime
Find your flow. Lucozade energy
- バターを突き刺す熱いナイフのように通勤するのだ
- 朝 9 時から働いて自分を高めるのだ
生活ペースをつかめ。Lucozade エナジードリンク

P45

<ノンアルコール飲料>

Schin

For those who don’t need alcohol
Schin beer. 0% alcohol.
アルコール不要な皆さんへ
Schin ビール。アルコール 0%

P46 上

<ノンアルコール飲料>

Túnez

- To be family we don’t have to look the same.
- Every day of the week is not just as sweet.
Strapline: As natural as life.
- 見た目が違ったって、みんな家族
- 毎日ただ甘いだけじゃない
キャッチコピー：人生と同じくらいナチュラルに

P46-47 下

<ノンアルコール飲料>

Lucozade

- 24likes. – Jenna83: #granny #gathering #oldpeople #oldpeoplesmell #comeatme
#attack #kisses # wetlips #hairylips #saggylips #keepcoming #willitend #thatwasjusthello
#cheeksqueeze #compliments #tupperwarebreath #3hourslater #timeforgoodbye
#givemestrength #givemeLucozade
- 57 likes. – Cathy2: #monthend #groceryshopping #bulkbuy #onewheel #goesleft
#attentionshoppers #cerealsale #aisle3 #running # sprinting #movelady #dramaticmusic
#inmyhead #aisle3 #allgone #attentionshoppers #50percentoff #toiletpaper #aisle 26
#givemestrength #givemeLucozade
- 35 likes. – Cat VD: #needadate #tindertime #nomatches #2hours #nomatches
#swipingright #swipingright #swipingright #fordays #omg #heliksmetoo #chatting #lawyer
#winning #friendsgonnabejealous #1hourlater #hangon #itsagirl #fuzzypic #unmatch
#unmatch #needadate #givemestrength #givemeLucozade
- いいね！24 件 – Jenna83：#おばあちゃん #家族の集まり #年寄り #体臭すごい #こ
っち来る #襲撃 #キスの嵐 #湿った唇 #口元に毛がある #唇垂れてる #まだ来るし #
いつ終わんの #挨拶長い #頬つねられた #とりあえず褒めとく #タッパーみたいな口臭
#3 時間後 #ようやく終わった #もうクタクタ #Lucozade くれ
- いいね！57 件 – Cathy2：#月末 #買い物 #買い出し #カートで #左折 #売り出し始
まった #シリアルセール #3 番通路 #走る #ダッシュ #そこの女どいて #ドラマチック
な音楽 #頭の中で #3 番通路到着 #売り切れ #また売り出し放送入った #半額セール #
トイレットペーパー #26 番通路 #マジしんどい #Lucozade ちょうだい
- いいね！35 件 – CatVD：#デートしたい #ティンダーする（＊出会いアプリ）#ダメ
#2 時間経過 #全然ダメ #スワイプ #スワイプ #ひたすらスワイプ #何日間も #待った
#彼も私のこと好きって #おしゃべり #弁護士だぜ #大勝利 #みんな絶対羨ましがる
#1 時間後 #待った #女だった #ぼやけた写真 #ダメ #またダメ #デートしたい #パワ
ーちょうだい #Lucozade ほしい

P50

<子ども>

- Robot spaceship

Estrela

– Dragon firetruck

– Unicorn mermaid

Campaign for modeling clay sold by toy retailer Estrela
- ロボット宇宙船

– ドラゴン消防車

Estrela 粘土のキャンペーン広告

– ユニコーン人魚

P51

<化粧品>

Sure

However you beat the tube strike sure keeps you fresh with every move.
It won’t let you down.
Campaign for Sure deodorant released to coincide with the Tube strike in London on 8th
July 2015.
地下鉄ストライキのせいで通勤に手間取るあなたに、どんだけ動いても爽やかさを保ち
ます
ガッカリさせません
2015 年 7 月 8 日に実施されたロンドンの地下鉄ストライキにあわせ、Sure デオドラン
トが発表したキャンペーン広告
P52 上

<化粧品>

Stim

Campaign for Stim brand dental floss.
Stim デンタルフロスのキャンペーン広告

P52 下

<化粧品>

SheenOn

Ad for an oil-free cream that promises to keep a woman’s make-up and bindi in place.
女性のメイク及びビンディー（額の飾り）を保つことを保証してくれる、オイルフリ
ー・クリームの広告

P53

<化粧品>

Protex

- Soccerbacillus
- Blockoccus
Your kids play with bacteria every day.
Campaign for Protex brand antibacterial soap.
子どもたちは、毎日菌と遊んでいる
Protex 抗菌石けんのキャンペーン広告

P55

<エンターテイメント>

Trivial Pursuit

Close but no [token].
Campaign for the board game Trivial Pursuit.
近いけど、「コマ」がないね
ボードゲーム Trivial Pursuit のキャンペーン広告

P56-57

<ファッション>

Calvin Klein

- You awake? – I am, are you still? – Yah – You out now? – Technically no but not home
– at that guy Charle’s … – sounds like an invitio. – sounds like an invite request. –
Hahah a light threesome never hurt anyone …
- U wanna? – Possibly. – [Felipe wants access to private photos] – [deny access] –
c’mon – [private photo access granted] [request access to private photos] – [private
photo access granted] – Lets.
- I know I said I wouldn’t bug you until you got home buuuut … what’s her deal? – Hal
BAD, down girl, down jk, she’s my type and yours, dimples – she likes girls too? Update
pls – Going to our house …
- Back, sry caught off guard. Seems complicated – It is and it isn’t – So what … he’s just
cool with you doing what you want? – We don’t tell each other everything but mostly yes.
– Did you tell him about me? …
- How are you miss? Always liking the pics, never saying hello. – Sarrry, I’m saying hello
now. Hello♡♡♡ how are you? –Better now that I’m talking to the owner of over 2K
followers.- Ha! your pics netter tho. – Why thank you miss. Flattery will get you
everywhere. meet IRL?
Raw text, real stories.
meet us #mycalvins calvinklein.com
- 「起きてる？」「うん、そっちは？」「ああ。今外？」「ってわけじゃないけど、家
にはいないの。チャーリーのとこ」「誘ってる？」「かもね」「ちょっと 3P するくら
いならいいよな」...
- 「したいか？」「多分な」（フェリペがあなたの写真にアクセスしようとしています）
- （リクエストを拒否）- 「おい、なんでだよ」- （プライベート画像にアクセスを申
請）（プライベート画像にアクセスをリクエスト）- （プライベート画像にアクセスを
申請）- 「してもいいよ」
- 「ねえ、帰ってくるまで聞かない約束だったけどー...彼女、どんな？」「ハハ！ワル
だね。ブサイク。ってのは嘘だけど。俺とお前のタイプだと思うよ。えくぼある」「彼
女、女もイケんの？」「ねえ、教えてよ」「今からウチ行くとこ」...

- 「家着いた。もうマジビビったぜ。込み入った感じだな」「そうだけど、そうでもな
いわ」「どういうことさ..お前が何しようがアイツは気にしないってこと？」「互いの
こと全部打ち明けないし、だからそんな感じかも」「俺のことは話したか？」「まだよ。
話すだけのことしてくれなくちゃ」...
- 「調子はどう？いつも写真にいいねしてくれるけど、話したことなかったから」「ゴ
メンゴメン、今言うから。コンニチハ♡♡♡ 元気？」「フォロワー2000 人のコと話せ
てるから機嫌よくなった」「あら！でもあなたの写真のがいいと思うわ」「嬉しいね。
お礼にどこでも連れてくよ。一度会う？」...
無修正メール、リアルストーリー
#mycalvins calvinklein.com へ

P58 上

<食品>

Bon Vivant

- Pie chart? Allow us to introduce our premium camembert.
- Games? Naah, one parmesan and four camembert.
Bon Vivant. Cheese is our universe.
- 円グラフですって？いやいや、私たちのプレミアム・カマンベールをご紹介させてく
ださいな
- ゲームですって？いやいや、これは 1 個のパルメザンチーズと 4 個のカマンベールで
しょう
Bon Vivant。世界はチーズでまわっている

P58-59

<食品>

Tendall Grill

Royal Cuts
Cover page.
Campaign for Tendall Grill, a Brazilian chain of steakhouses acclaimed for their premium
cuts.
高貴な肉を
表紙の作品
高級な肉で名高いブラジルのステーキハウスチェーン Tendall Grill のキャンペーン広告

P60 上

<食品>

Polpettas

Place your order. Even if it’s the last one.
Ad for a pizza delivery service.
ご注文をどうぞ。たとえ人生最後でも
宅配ビザサービスの広告

P60-61

<食品>

Mentos

Scarily sour.
Campaign for Mentos Sour Marbels.
恐ろしいほどのすっぱさ
Mentos サワーキャンディのキャンペーン広告

P62

<食品>

- Leftover turkey sandwich.

De Cabrón
– Two days old meatloaf.

Special gourmet sauce
- 残り物のターキー・サンドイッチ

- 2 日経ってるミートローフ

スペシャル・グルメソース

P63

<食品>

Skittles

- It’s okay to be green with envy, just not gangrene with envy. Kermit the rainbow. Taste
the rainbow
- Remember that orange is the natural color of orange, but not the normal color of
people. Absorb the rainbow. Taste the rainbow
- If red means stop, then you just had a front-end collision in your mouth. Test-dive the
rainbow. Taste the rainbow.
- If life gives you lemon yellow, then be careful not to gleek in your own eye. Salivate the
rainbow. Taste the rainbow

- ねたむのはいいけど、嫉妬に染まっちゃわないようにね。虹色をカーミット（緑）に
しちゃおう。虹色を味わおう
- オレンジはオレンジの自然な色をしてるけど、人間の自然な色じゃないってこと忘れ
ないでね。虹色を吸収しよう。虹色を味わおう
- もし赤が止まれの意味なら、たった今、口と車が正面衝突しちゃったでしょ。虹色に
飛び込もう。虹色を味わおう
- もし人生がレモンイエロー色をしているなら、目から汁が出ないように注意してね。
口から虹色を出そう。虹色を味わおう。
Campaign for Skittles brand candy
Skittles キャンディのキャンペーン広告

P64

<ハウス＆ガーデン>

Brinox

- Crap-pie
- Cum-in
-Car-rot
A wrong cut ruins everything.
Campaign for Brinox brand knives.
- しまった – パイ（本当はマンボウ）
- 射精 –

中で（本当はクミン）

- 車 – 腐る（本当はニンジン）
間違ったところで切ると、大変なことに
Brinox ナイフのキャンペーン広告

P65

<ハウス＆ガーデン>

Brinox

The ancient art of the perfect cut.
Campaign for Brinox brand knives.
最高の切り口を見せる古典芸術
Brinox ナイフのキャンペーン広告

P66 上

<ハウス＆ガーデン>

Beni

Natural toy cleaner

P66 下

自然派の玩具洗剤

<ハウス＆ガーデン>

American Colors

His son graduates – His son gets a job – His son moves out
Blue with a special glow
Ad for a new line of gloss paints from Peruvian paint brand American Colors.
（左から）息子が卒業した – 息子が職に就いた – 息子が家を出た
特別な輝きの青
ペルーの塗料ブランド American Colors による、新しい光沢仕上げ用塗料の広告

P67 <ハウス＆ガーデン>

Duracell

The magic starts here
This ad for Duracell shows that, without batteries, a toy is effectively “dead,” making it as
good as useless for a child.
ここから魔法がはじまる
電池がなければ玩具は「死亡」してしまい、子どもにとっては使えないも同然だと表現
する Duracell の広告

P68

<ハウス＆ガーデン>

Philips

Perfect ironing made easy.
Philips Walita PerfectCare Iron.
簡単に、完璧なアイロンがけ
Philips Walita PerfectCare アイロン

P69

<ハウス＆ガーデン>

Siemens

- Baked asparagus marinated in white truffle oil and lemon juice served with champagne
wine vinegar
- Roasted rack of lamb marinated in extra virgin olive oil encrusted with Dijon mustard
and seasoned bread crumbs served with fresh fig
cook slow food, fast
iQ 700 oven from Siemens. 50% less cooking time with varioSpeed feature.
- 白トリュフオイルとレモン汁でマリネした焼きアスパラガスを、シャンパンワインビ
ネガーとともに
- リヨンマスタードとパン粉で覆い、エクストラバージンオイルでマリネした子羊のロ
ースト肉を、新鮮なイチジクとともに
時間のかかる料理をスピーディーに
Siemens の iQ700 オーブン。varioSpeed 機能で調理時間を半分に短縮

P70 <医薬品＆OTC>

Mylanta

Mylanta. Digestion without the drama
Mylanta。ドラマのないスムーズな消化を

P71 上

<医薬品＆OTC>

Flix

Fight the dark side of the nose
Ad for Flix brand nasal spray.
鼻の「ダークサイド」に打ち勝て
Flix 鼻腔スプレーの広告

P71 下

<医薬品＆OTC>

Dulcolax

Campaign for Dulcolax brand laxative.
Dulcolax 便秘薬のキャンペーン広告

P72 上

<医薬品＆OTC>

Durex

Feel deep inside.
Campaign for Durex brand condoms.
深く、奥へ
Durex コンドームのキャンペーン広告

P72 下

<医薬品＆OTC>

Harmony

University of Santa Cruz. College of Veterinary Medicine. Class of 2009.
Strapline: Have a bright past.
Ad for Harmony brand condoms, which glow in the dark.
サンタクルズ獣医大、2009 年度卒業生
キャッチコピー：誇れる過去を
暗闇で光る Harmony コンドームの広告

P73

<写真>

Samsung

Every pixel matters.
Campaign for the Samsung NX 3000, which allows a previously taken picture to be
zoomed without losing any of the sharpness.
その画素一つひとつが大事
過去にとった写真も鮮明なままズームすることができる、Samsung NX 3000 のキャン
ペーン広告

P74-75

<公共イベント>

Jewish Film Festival

The movies you like best. And a bit of Judaism too
19th Jewish Film Festival
あなたが一番好きな映画。そこに少々のユダヤ教も織り交ぜて
第 19 回ユダヤ人映画祭

P75 下

<公共イベント>

Jazz Kamp Kranj

- Lady Gaga - David Gazarov
- Marilyn Manson - Emil Spanyi
Demanding music, not musicians
Campaign for Jazz Kamp Kranj, an annual music event featuring some of the world’s
best jazz artists.
- （上）レディ・ガガ（下）デビッド・ガザロフ
- （上）マリリン・マンソン（下）エミール・シュパーニ
ミュージシャンではなく、音楽を求めて
世界最高峰のジャズアーティストが集う音楽祭 Jazz Kamp Kranj のキャンペーン広告

P77 <出版、メディア>

mid-day

- Sonia/2004 Acid Attack Victim, 2015 Beauty Salon Owner
- Ruper/2008 Acid Attack Victim, 2015 Fashion Designer
- Greeta/2000 Acid Attack Victim, 2015 Runs Tea Shop
My spirit is acid proof
Campaign by Indian daily mid-day saluting women who were the victims of acid attacks
yet have nevertheless managed to become successful in different walks of life.
- ソニア／2004 年アシッドアタック（酸攻撃）被害者、2015 年美容サロンオーナー
- ルーパー／2008 年アシッドアタック被害者、2015 年ファッションデザイナー
- グリータ／2000 年アシッドアタック被害者、2015 年ティーショップ経営
私の魂は、耐酸性がある
アシッドアタックの被害を受けながらも、屈することなくさまざまな分野で成功をおさ
めている女性たちを讃える、インド日刊紙 mid-day によるキャンペーン広告

P78-79

<出版、メディア>

Berliner Morgenpost

- Berlin is when torching Porsches is so 2013. (Only one of numerous burning busses in
Moabit.)
- Berlin is when you have the hardest record collection in the whole of Germany. (The
German expression for record collection –“Plattensammlung” – alludes to the similarsounding “Plattenbau”, a term used to describe tower blocks made of prefabricated
concrete slabs, a building type generally perceived as being typical of East Germany.)
- Berlin is when you don’t know whether he’s a CEO or a vagrant.
- Berlin is when you celebrate the 25th anniversary of the end of the Stone Age. – (Art
campaign marking the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall on November 9th,
Kleinmachnow/Teltow.)
Strapline: That’s Berlin.
Campaign for Berlin daily Berliner Morgenpost, featuring various areas of the German
capital and events that occurred in the respective locations.
- 2013 年にポルシェ放火事件が起きた、それがベルリン（写真はモアビットで燃やされ
た多くのバスの一台）
- ドイツ全土で一番のレコードコレクションを誇る、それがベルリン（ドイツ語の
「Plattensammlung：レコードコレクション」と、東ドイツでよく見られる、プレハブ
のコンクリート板からなる高層建築を示す「Plattenbau」という言葉が似ていることか
ら、それをほのめかしている）
- この人が果たして CEO なのか浮浪者なのかわからない街、それがベルリン
- 「石器時代」の終わりから 25 年を迎えた街、それがベルリン（写真は 11 月 9 日、ク
ラインマハノー／テルトーで開かれた、ベルリンの壁崩壊 25 周年を記念するアートキ
ャンペーン）
キャッチコピー：それがベルリン
ドイツのさまざまな場所とそこで起きた出来事に焦点を当てた、ベルリン日刊紙
Berliner Morgenpost のキャンペーン広告

P80 <出版、メディア>

Puffin

Campaign for Puffin audiobooks for children.
Puffin 子どものためのオーディオブックのキャンペーン広告

P81 <出版、メディア>

O Globo

- 45% Sky. 5% Caribbean beach. 50% Caribbean sea.
- 84.2 Patagonian mountains. 73.6 Top of Patagonian glacier. 68.1 Side of Patagonian
glacier. 54.3 ocean.
- 74.3 Peak of Mount Fuji. 62.2 Midway point of Mount Fuji. 54.6 Base of Mount Fuji.
- 75% Sky. 7% Shady side of Pyramid. 18% Sunny side of Pyramid.
Strapline: When working calls for vacations, read it. Tourism and Travel Journal. With
new routes every Thursday.
- 空 45%、カリブビーチ 5%、カリブ海 50%
- パタゴニアの山脈 84.2、パタゴニアの氷河の頂上 73.6、パタゴニア氷河の側面 68.1、
海 54.3
- 富士山の頂上 74.3、富士山の中間地点 62.2、富士山の麓 54.6
- 空 75%、ピラミッドの日陰の部分 7%、ピラミッドの太陽が当たる部分 18%
キャッチコピー：仕事が休暇を欲したら、ご一読あれ。ツーリズムと旅行ジャーナル。
毎週火曜日に新ルートをお届け

P82 <出版、メディア>

Top

La Pelegrina pearl owned by Don Pedro De Temez (Unknown), Philip II Of Spain (15271598), Mary I Of England (1516-1558), Philip III (1578-1621), Margaret Of Austria (15841611), Philip IV (1605-1665), Elisabeth Of France (1602-1644), Mariana Da Austria
(1634-1696), Joseph Bonaparte (1768-1844), Napoleon III (1808-1873), Duke Of
Albercorn (1811-1885), Luisa Hamilton (1812-1905), Richard Burton (1925-1984),
Elizabeth Taylor (1932-2011), Sold At Auction (Buyer not revealed). Nothing belongs to
you. Only what you live.
Top destinations. Your luxury travel magazine.
ラ・ペレグリナパール これまでの所有者：ドン・ペドロ・デ・テメス（不明）、スペ
イン王フェリペ 2 世（1527-1598）、英国女王メアリー1 世（1516-1558）、フィリッ
プ 3 世（1578-1621）、オーストリア女王マーガレット（1584-1611）、フィリップ 4
世（1605-1665）、イサベル・デ・ボルボン（1602-1644）、マリアナ・デ・アウスト
リア（1634-1696）、ジョゼフ・ボナパルト（1768-1844）、ナポレオン 3 世（18081873）、アバコーン侯爵（1811-1885）、ルイサ・ハミルトン（1812-1905）、リチャ
ード・バートン（1925-1984）、エリザベス・テイラー（1932-2011）、オークション
で売却（落札者匿名）。あなたは何も所有していない。ただ何を生きるかのみ
最高の目的地を。ラグジュアリー旅行雑誌

P83 <出版、メディア>

Campaign

- I’ve been poached by Mother!
- I just got an invite to the Traktor party!
We get you.
Ads for UK advertising industry magazine Campaign.
- Mother（マザー＝母親）に引き抜かれたの！
- Traktor（トラクター）のパーティーに招待されたんだよね！
言ってること、わかるよ
UK 広告業界誌 Campaign の広告

P84-85

<小売>

Men at Work

- Start summer, whenever

- Start with your feet

- Start as one

- Start a new look

Start something
Campaign for the multibrand fashion store Men at Work.
- いつからでも夏をはじめよう

- 足からはじめよう

- 一つになるのをはじめよう

- 新しい格好をはじめよう

はじめよう、何かを
マルチブランド・ファッションストア Men at Work のキャンペーン広告

P86 <小売>

Karen Lock

- Kitchen sponge

- Match

- Ballpoint pen

- マッチ

- ボールペン

Karen Lock. Eyeglasses.
- 台所用スポンジ
Karen Lock メガネ

P87 <小売>

KitchenWares

Every chef has their secret
Campaign for a gourmet kitchen store in Boston specializing in kitchen utensils and
accessories.
どのシェフにも、秘密がある
キッチン用品及び付属品を専門とする、ボストンのグルメキッチンストアによるキャン
ペーン広告

P88 <小売>

Curry’s PC World

4K television. 4x closer. For the UK’s widest range of 4K TVs.
Strapline: Currys PC World. We start with you.
Campaign showcasing UK retailer Currys PC World’s range of 4K televisions, which give
viewers four times the detail of 1080p Full HD.
4K テレビ。4 倍ズーム。4K テレビ、UK で一番の品揃え
キャッチコピー：Currys PC World。さあ、一緒にはじめよう
1080p フル HD の 4 倍解像度を誇る 4K テレビの品揃えを宣伝した、UK 小売店 Currys
PC World のキャンペーン広告

P89 <小売>

Balão Mágico

Toys for kids. Peace for you.
Ad for the Balão Mágico toy store.
お子さんには玩具を。あなたには平和を
Balão Mágico 玩具店の広告

P90 <小売>

Lidl

Money On Voucher
We know it’s sometimes hard to believe that our food and drink could possibly taste so
delicious when it costs so little. For that reason, we’ve created these special ‘Money On’
vouchers for you to add as much as you like to the prices of our great products. (If you
really do believe that higher prices mean higher quality.)

代金追加クーポン
確かに、私どもの食品及び飲料が、こんなに安いのに美味しいだなんて信じ難いという
お気持ちは分かります。そこで、私どもの素晴らしい商品に、いくらでもお好きなだけ
価格を上乗せできるように、「代金追加クーポン」を特別に作成いたしました。（もし
もお客様が、高価であればあるほど高品質であると心から信じている場合にどうぞ）

P91 <小売>

Baumax

Your local DIY-store. Shop online with home delivery
Campaign for the Austrian hardware store chain Baumax.
地域密着 DIT ストア。配送可能なオンラインショッピングをご利用あれ
オーストリアのハードウェア・チェーン店 Baumax によるキャンペーン広告

P92 <小売>

House of Austen

Vintage pieces which gain value with time
Campaign for the online vintage shop House of Austen.
時が経つにつれて価値が増す、ヴィンテージ製品
オンライン・ヴィンテージショップ House of Austen のキャンペーン広告

P93 <小売>

Pari Pet

Different styles. Latest fashion costumes in Pari!
Campaign for Pari Pet, a company that sells unique costumes for puppies.
他所とはちがったスタイルを。最新ファッションを Pari で！
子犬のためのユニークな服を販売する企業 Pari Pet のキャンペーン広告

P94 <サービス>

Safer Scotland

A driver is stopped every two minutes. Don’t spoil summer. Don’t drink and drive.
Public awareness campaign run by the Scottish government.

2 分に一人の割合でドライバーが止められています。夏を台無しにしないように。飲酒
運転をしないように
スコットランド政府による、国民の意識を高めるキャンペーン広告

P95 <サービス>

EAFIT

From one language to another right before you notice.
Campaign for language classes at the EAFIT Language Center in Colombia.
気づかぬうちに、ある言語から別の言語へ
コロンビアにある語学教室 EAFIT 言語センターのキャンペーン広告

P96 <サービス>

Liceu Politecnis

First spelling and writing contest.
Campaign for a contest organized by the “Liceu Politecnis” high school in Barcelona,
alluding to common misspellings caused by the similarities between the Spanish and
Catalan languages.
第一回スペリング＆ライティングコンテスト
バルセロナにある「Liceu Pilitecnis」高校が主催するコンテストのキャンペーン広告。
ポスターは、スペイン語とカタルーニャ語の類似性によって起こりがちなスペルミスを
表している

P97 <サービス>

Posteitaliane

Never alone
Campaign to mark the 100th anniversary of the Italian postal service.
いつも、そばに居てくれた
イタリアの郵政事業 100 周年を記念したキャンペーン広告

P98 上

<サービス>

Mechatronic School

Ad for the LED Mechatronic school in Brazil, which offers courses in robotics and the
development of machines designed to solve everyday problems such as traffic jams.
ブラジルにある LED メカトロニック学校の広告。同校は、交通渋滞といった日々の問
題を解決するための機械開発やロボット工学のコースを提供する

P98 下

<サービス>

Vodafone

Slow internet slows the action. Try Vodafone 3G
ネットの速度が遅いと、行動も遅くなる。Vodafone 3G をお試しあれ

P99 <サービス>

Port of Montréal

- Suddenly, the far east doesn’t seem so far. Last year, Asia was the point of origin or
final destination for over 15% percent of our business. If you want to extend your
worldwide market reach, find out what we can offer you.
- Ship your cargo in the express lane. Want fast access to 110 million consumers? When
you ship from South Asia, our transit times are competitive with ports on Canada’s east
and west coasts.
- A huge boost in cargo traffic with the stroke of a pen. Now that the new Canada-EU
free-trade agreement has been signed, no port is better positioned to help you profit
from the opportunities headed this way.
Campaign for the Port of Montreal.
- 極東が、突然ぐっと身近になる – 昨年、我々のビジネスにおいて、15%以上がアジ
アの都市を起点もしくは終着点としていました。世界希望の市場拡大を望むなら、我々
に何がお手伝いできるかお知らせください
- あなたの荷物を急行レーンで届けましょう – 1 億 1 千万人の消費者に素早い配達をお
望みですか？南アジアから輸送する場合、我々の輸送時間は、カナダの東海岸から西海
岸までを移動するほどしかかかりません
- 署名ひとつで貨物渋滞に大きな進展が – カナダ-EU 間の自由貿易協定が新たに結ば
れたことで、風向きがよくなったこの機会に利益をもたらすことのできる港は、我々し
かいません
モントリオール港のキャンペーン広告

P100

<サービス>

RCSI

- Traditional Cholecystectomy Pre 1990 / Laparoscopic Cholecystectomy post 1990
The scars may be smaller but we still wear them with pride
In 1990, RCSI Prof. David Bouchier-Hays led a team in Ireland performing a gall bladder
removal using a pioneering technique, now known as Keyhole Surgery. This paved the
way for the modern era of minimally invasive surgery in Ireland. It’s another example of
how RCSI people have influenced the world of healthcare since our inception in 1784. A
tradition that continues today as a gathering place for the sharpest minds in healthcare.
So let our experience inspire your contribution to the new frontiers of human health.
Choose to study at RCSI
従来の胆のう摘出術 1990 以前／腹腔鏡の胆のう摘出術 1990 以後
傷は小さくなったかもしれない。しかし、我々は今も誇りを持ってそれを抱えている
1990 年、RCSI 教授であるデヴィッド・バウチャー – ヘイズがアイルランドでチーム
を率いて、先進的な技術を用いた胆のう摘出を行った。それが今日「鍵穴手術」として
知られている手法だ。この手術によって、アイルランドにおける、侵襲を最小限にした
手術の新時代の扉が開くこととなった。以上は 1784 年の開校以来、医療の世界でいか
に RCSI の人間が貢献してきたかを示す一例だ。伝統は今も受け継がれ、RCSI は医療
における頭脳明晰な秀才が集う場所となっている。さあ、医療の新開地への貢献を目指
すあなたに、我々の経験から刺激を受けていただきたい。是非 RCSI で勉学に励んでほ
しい

P101

<サービス>

Vodafone

Instant money sharing
Vodafone debit card.
Campaign for a money transfer service available from Vodafone.
即時決済取引できます
Vodafone デビッドカード
Vodafone による送金サービスのキャンペーン広告

P102

<社会＆環境>

The Samaritans

Would you laugh at someone who has a mental illness?
Yes, you would. In fact, you’ve been doing it all your life and you never even knew...You
never really thought about it...Then one day another great talented much-loved
comedian like Robin Williams takes his life and you ask that old, old question...You know
the one I mean...”How could he do it?... He was funny... He was amazing...We loved
him.”...
The Samaritans, where depression ends
Long-copy ad from charity organization The Samaritans.
心の病を患う人を、笑いますか？
ええ、あなたは笑うでしょう。実際、これまでの人生において、自分でも気づかぬうち
にずっとそうだったかもしれません。深く向き合って考えたことなどないかもしれませ
んもの。でもある時、また一人、才能があって皆に愛されていたコメディアンのロビ
ン・ウィリアムズのような人物が自ら命を断ったと知って、あなたはあの古い、古い疑
問を再び口にするのです...言わなくてもわかりますよね...「なんであんなことを...彼は
面白くて...最高の人物だったのに...みんなが彼のことを大好きだったのに」と...
The Samaritans、我々と鬱を断ち切ろう
チャリティー組織 The Samaritans による長編コピー広告

P103

<社会＆環境>

Drogenhilfe Köln

- In life we all struggle now and then. Just puke into your purse the taxi driver won’t
realize. Caipirinha
- The way to the top can be much shorter when your boss knows you can burp the
national anthem. Gin Tonic
- Great moments should be shared with the people you love. Especially, when it’s a
selfie of you pissing free-handedly. Vodka
- A free spirit should never be tamed. And condoms are for losers anyway. Cuba Libre
Don’t listen to alcohol
Campaign by a German charity that provides support for people suffering from alcohol
abuse.

- 人生では、時にもがき苦しむこともある。そんな時は、カバンの中に吐いちゃえばタ
クシーの運転手も気づかないさ。カイピリーニャ
- ボスの前で、ゲップで国歌を披露してみせたら、出世街道の近道になるだろうね。ジ
ン・トニック
- 素晴らしい瞬間は、愛する人たちと共有すべき。自由気ままに小便まき散らしてる自
撮りなんて特にね。ウォッカ
- 自由な精神は手なずけられてしまっては終わりだ。コンドームなんて、負け犬が使う
もんさ。キューバ・リブレ
アルコールの言うことに、耳を貸さないように
アルコール依存症に悩む人々をサポートする、ドイツのチャリティーによるキャンペー
ン広告

P104

<社会＆環境>

Innocence in Danger

Some touches never leave
Help children who are victim to violence and sexual abuse.
Campaign for Innocence in Danger, an international non-governmental organization
combating the sexual abuse of children.
触れられた記憶が、消えないこともある
暴力及び性的虐待の被害を受ける子どもたちに、救いの手を
子どもの性的虐待撲滅に努める国際的な非営利組織、Innocence in Danger のキャンペ
ーン広告

P105

<社会＆環境>

Hemocentro Unifesp

Donating blood doesn’t change who you are. But it saves lives.
Campaign by Hemocentro Unifiesp, the main blood supplier to the Hospital São Paulo,
encouraging people to become donors.
献血で、あなたという人物が変わることはない。でも、おかげで多くの命が救われる
サンパウロ病院に血液を提供する Hemocentro Unifiesp のキャンペーン広告。人々に献
血を呼びかける作品

P106

<社会＆環境>

Earth Day Network

The energy you consume consumes the world. Power down when you can.
Campaign sponsored by the environmental movement Earth Day Network.
あなたが消費するエネルギーは、世界を消費する。できる時には節電しよう
環境保護運動アース・デイ・ネットワークが後援するキャンペーン広告

P107

<社会＆環境>

Denver Water

You can’t make this stuff. So please use only what you need
Campaign sponsored by Denver Water drawing attention to the need to use water
responsibly.
私たちには作れないものだから。必要な分だけ使いましょう
責任を持って水を使おうと訴える Denver Water 後援のキャンペーン広告

P108 上

<社会＆環境>

Alzheimer’s Society

- Forgetting that I have to call my daughter back is a horrible nuisance.
Forgetting

I have

a

daughter

is

horrible.

- Knowing that I might forget to water my son’s plants is awfully annoying.
Knowing

I might forget

my son

is awful

Alzheimer’s Society. We help you stay connected to the people you love for longer.
Because life doesn’t end when dementia begins.
- 娘に折り返し電話するのを忘れるなんて、ひどく不快だわ
自分に娘がいることを忘れるなんて、ひどい
- 息子の植物に水をやるのを忘れてしまうかもしれない、と自分で把握するのはひどく
じれったい
自分の息子のことを忘れてしまうかもしれない、と自分で把握するのは、ひどい
アルツハイマー病患者のための協会。愛する人々と、より長くつながりが持てるように
お手伝いします。認知症がはじまったからといって、人生はそこで終わりではないので
すから

P108-109 <社会＆環境>

Alzheimer Society

Music for memory project.org. Donate an iPod. Return a life
Campaign for the Alzheimer Society of Toronto’s Music for Memory Project, which
sought to raise awareness of the power of music to reignite old memories for those living
with dementia.
記憶のための音楽プロジェクト.org。iPod を寄付してください。人生を甦らせるために
トロントの Alzheimer Society による「記憶のための音楽プロジェクト」キャンペーン
広告。アルツハイマーを患う人々の記憶を呼び起こすため、音楽の力に関心を呼びかけ
る作品

P110

<社会＆環境>

World Vision

What age 6 looks like depending on where you were born
Together we can create a world without child slavery.
Campaign for the humanitarian aid and development organization World Vision.
生まれた場所によって、どんな 6 歳を生きるかが変わる
児童労働虐待を、ともに世界からなくそう
人道援助及び開発組織 World Vision によるキャンペーン広告

P111

<社会＆環境>

Pão dos Pobres

We don’t need a perfect Christmas. We just need a Christmas.
Campaign by the Brazilian charity Pão dos Pobres, which supports people in need.
パーフェクトなクリスマスでなくていい。ただ、クリスマスを過ごしたいだけ
困窮する人々を支援するブラジルのチャリティーPão dos Pobres によるキャンペーン
広告

P112

<社会＆環境>

City of Buenos Aires

Stephen King Born in Portland, Main, Sept. 21st, 1947.
He was the second child of Donald King and Nellie Ruth Pillsbury. His mother raised him
and his older brother David by herself, sometimes facing great financial problems. After
living in Fort Wayne and Stratford, the family moved to Durham, Ruth’s hometown. King
studied at Durham Elementary School and then attended to Lisbon Falls High School...
On June 19th, 1999, at 4:30 in the afternoon, a distracted driver struck King while he
was walking on the road. He was flown by helicopter to the hospital where he was
diagnosed the collapsed lung and multiple fractures in his head, hip, and right leg. He
underwent five surgeries and many blood transfusions and miraculously recovered...
Give more than just blood. Blood line 4981-1300
City of Buenos Aires
スティーブン・キング、1947 年 9 月 21 日、メイン州ポートランドに生まれる
彼は、ドナルド・キングとネリー・ルース・ピルズベリーの第 2 子だった。母親は、ス
ティーブンと兄のデイヴィッドを一人で育て、経済的にひどく苦労することもあった。
フォートメイン、ストラットフォードで暮らしたあと、一家はルースの故郷であるダー
ラムに引っ越す。キングはダーラム小学校に学び、その後リスボン・フォールズ高校に
進学...
1999 年 6 月 19 日、午後 4 時 30 分、キングは道を歩いている最中、よそ見していた運
転手に激突される。ヘリで病院に運ばれるも、肺の虚脱、さらに頭、腰、右足などを骨
折していた。手術は 5 回に及び、多くの輸血後に奇跡的な回復を遂げた...
あなたが与えてくれるものは、血液に留まらない。輸血をお願いします 4981-1300
ブエノスアイレス

P113

<社会＆環境>

IVAW

So now what’s the plan?
Campaign by the Iraq Veterans Against the War (IVAW), a national group of Post 9/11
veterans in the US.
で、作戦は？
アメリカで、9.11 以後に兵役を経験した人々の全国組織「イラク戦争退役軍人は戦争に
反対する（IVAW）」によるキャンペーン広告

P114 上

<社会＆環境>

Abrinq

Fight for children’s rights.
Strapline: The power to change.
Text on panels: Stop Violence against children. – Down with child labour – Let’s end
malnutrition …
Campaign for ABRINQ, a Brazilian NGO that acts to protect and defend children’s rights.
子どもの権利を守れ
キャッチコピー：変化をもたらすためのパワー
パネル上のコピー：「子どもに対する暴力反対」「子どもの就労反対」「子どもたちの
栄養失調をなくそう」...
子どもの権利を守り主張するブラジルの NGO 団体 ABRINQ のキャンペーン広告

P114 左下

<社会＆環境>

Governo de Goiás

For you, garbage. For the Dengue fever mosquito. Luxury
This ad by the Department of State Health of the Brazilian state Goiás aims to raise
awareness of the garbage issue, warning people of the danger posed by the
reproduction of the Aedes aegypti mosquito, the insect that transmits dengue fever.
ゴミのため、そしてデング熱を運ぶ蚊のために、贅沢な環境
ゴミ問題への意識を高めるために制作された、ブラジル・ゴイア州の保険局による広告。
ゴミのせいで、デング熱を媒介する「ネッタイシマカ（蚊）」が発生することを警告し
ている

P114 下

<社会＆環境>

Reporter ohne Grenzen

Each attack on the freedom of the press consists of many small ones.
Ad for the NGO Reporters Without Borders.
ささいな取り組みをいくつも経て、いざ報道の自由に立ち向かう
NGO 国境なき記者団の広告

P115

<社会＆環境>

WATERisLIFE

Their first family portrait is probably their last.
Every 20 seconds, families just like this one lose a loved one to unsafe drinking water,
with little to remember them by. We traveled to the Omo Valley of Ethiopia to give
families their first-ever family portrait, in the hopes that, with your charitable donations,
we can make sure this family stays together in more than just a picture.
It doesn’t take much to keep these families together. Donate to help provide clean water,
sanitation and hygiene at WATERisLIFE.com.
彼らにとって、人生初のポートレイトは、人生最後の一枚かもしれない
20 秒毎に、写真のような一家が危険な飲み水を口にして愛する者を失い、悼むだけの
思い出もほとんどないままに過ごすのだ。我々はエチオピアのオモ・バレーに飛び、こ
の一家に人生初の家族写真を捧げた。あなたの寛大な寄付によって、彼らがこの先も写
真の通り、誰一人抜けることなく過ごすことができるようにと願いを込めて
ほんの少しの努力で、こうした家族が一員を失わずに済む。WATERisLIFE.com から、
きれいな飲料水、公衆衛生、健康を提供するための寄付をお願いします

P116

<社会＆環境>

Frauenzentrale Zurich

- Left: Headphones. – Right: Headphones (with German female suffix “-in”). (In German,
the female version of a word is often formed by adding the suffix “-in.”)
- Women should not be worth less. Equal work, equal pay.
Campaign by the Frauenzentrale Zurich highlighting the issue of gender inequality and
the fact that women in Switzerland still earn 20 percent less than men for exactly the
same work.
- 左：ヘッドホン、右：ヘッドホン（ドイツ語の女性接尾語「in」がついている。ドイ
ツ語では、女性の言葉の多くに「in」が付く）
- 女性の価値が低いことがあってはならない。同等の仕事、同等の賃金を
Frauenzentrale Zurich によるキャンペーン広告。スイスでは、男性と同じ仕事をしても
女性の賃金が未だ 20%低いことについて、不平等を強調した作品

P117 上

<スポーツ>

NB

We make ’em. You make ‘em classic.
我々が作り、君が味付けして深みを出す

P117 下

<スポーツ>

European Maccabi Games

- The whole mishpocheh is ready to rumble
- The fastest bubelah in Europe
Berlin is looking forward to the biggest Jewish sporting event in Europe.
- 全国民、騒ぐ準備ができています
- ヨーロッパ最速の君
ベルリンは、ヨーロッパ最大のユダヤ人スポーツ大会を心待ちにしています

P118

<旅行＆レジャー>

Germanwings

- Düsseldorf – Paris from 39.99€
- Istanbul – Berlin from 39.99€
Campaign for the airline Germanwings.
- デュッセルドルフ – パリ、39.99 ユーロから
- イスタンブール – ベルリン、39.99 ユーロから
ジャーマンウイングス航空のキャンペーン広告

P119

<旅行＆レジャー>

Stowe Mountain Resort

- What it takes to get here pales in comparison to what it takes to leave.
- Some once-in-a-lifetime experiences are meant to be repeated.
- Be the singular purpose for over a billion snowflakes.
Strapline: Stowe Mountain Resort. It’s bigger than a mountain.
- ここに来るまでの苦労は、ここを去り難い気持ちにかき消される
- 「一生に一度」の経験の中には、繰り返されるためのものもある
- 10 億を超える雪の結晶が出迎える、唯一の存在になろう
キャッチコピー：Stowe Mountain リゾート。一つの山よりも大きな存在

P120-121

<旅行＆レジャー>

STB

- @adriano06, Travel, please.
- @tobiasrighi, Travel, please.
- @claudiaschneider, Travel, please.
Campaign for STB, a student travel agency in Brazil.
- @adriano06、旅に出なさい
- @tobiasrighi、旅に出なさい
- @claudiaschneider、旅に出なさい
ブラジルにある、学生のための旅行代理店 STB のキャンペーン広告

P121 下

<旅行＆レジャー>

Beretta

Move as freely as nature’s hunters
Tech hunting collection. Designed on your movements.
自然のハンターたちのごとく自由に動き回ろう
Tech ハンティング・コレクション。動きに合わせて作りました

P122

<旅行＆レジャー>

Turkish Airlines

- Wien – Los Angeles €1236
- Zanbibar – London €483
Some goodbyes turn out to be the best ones
Widen your world.
Campaign for Turkish Airlines.
- ウィーン – LA

€1236

- ザンジバル – ロンドン

€483

時には最高の別れもある
自分の世界を広げよう
トルコ航空のキャンペーン広告

P124

上 <学生コンテスト>

Land Rover

The road gives you stories
道路から物語が誕生する

P124 左下 <学生コンテスト>

Colonial Willamsburg

You could whisper as you walk through a museum or scream as you charge onto the
battlefield
Ad for the living-history museum Colonial Williamsburg, where visitors learn about
America’s past in a visceral rather than intellectual way.
博物館の中を、ひそひそささやきながら進むこともあれば、戦場を前に叫び声を上げる
こともあるだろう
歴史の現存する Colonial Williamsburg 博物館の広告。同博物館では、知性よりも感情に
訴える手法でアメリカの歴史の一幕を伝えている。

P124 右下 <学生コンテスト>

World of Warcraft

World of Warcraft. It’s gonna be a white.
World of Warcraft。世界は真っ白になる

P125 上

<学生コンテスト>

Otterbox

Battle tested, always victorious
Fortify your phone
Ad for Otterbox brand phone cases.
一騎打ちテスト、負け無しを記録
あなたのスマホ、守りましょう
Otterbox 携帯電話ケースの広告

P125 左下

<学生コンテスト>

San Jose

They will always follow your footsteps. – Use the pedestrian crossing.
彼らはあなたの足跡をたどるのです – 横断歩道を利用しましょう

P125 右下

<学生コンテスト>

IKEA

Make your mom proud
Drawer unit in mahogany
Strapline: Ikea. Tidy up.
母親を誇らしい気持ちにさせてあげよう
マホガニーの引き出しユニット
キャッチコピー：Ikea。整理整頓

The work featured in this spread has been nominated for the Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2016.
This is an annual award whose winner is chosen by our readers. Find out more at
www.luerzersarchive.com
125-126 ページで紹介したのは 2016 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。

P126-127 <クラシック>

New Zealand

As, for the second time this year, our digital interview partner is a New Zealander (see
the interview with Daniel Wright on page 140), we are in this issue featuring some
classic ads from that country published in this magazine between the late eighties and
mid-nineties.
今号のデジタルインタビューのパートナーには、今年 2 回目となるニュージーランド出
身者を迎えています（詳細は P140 ダニエル・ライトのインタビューへ）。そこで、80
年代後半から 90 年代半ばにかけて、本誌で紹介された同国の作品をご紹介します。

P125 上

<クラシック>

Sunshine
A 1990 ad for a dish liquid
太陽
1990 年制作、食器用液体洗剤の広告

P125

下 <クラシック>

For whiter whites and brighter colours
Ad for Persil brand laundry detergent from 1991
白はより白く、色はより鮮やかに
1991 年制作、Persil 洗剤の広告

P126 上

<クラシック>

The best of Italy now in New Zealand
Ad (1995) for the Hendersons chain of shoe stores.
イタリアの最高品質、ニュージーランドに上陸
1995 年制作、Henderson シューズチェーンの広告

P126 左下

<クラシック>

Insulate your home from draughts this winter.
Energy saving campaign from utility Power Direct from 1995.
この冬、すきま風から家を守ろう
1995 年制作、公共事業 Power Direct による省エネキャンペーン

P126 右下

<クラシック>

Ajax joins the challenge. Ajax is a job well done.
A 1989 ad for Ajax, a manufacturer of fasteners and attachments used in the mining and
earthmoving industries.
Ajax、課題に挑む。Ajax、最高の仕事ぶり
1989 年制作、鉱山業、土木業で用いられる締結部品や留め具の製造業者 Ajax の広告

LÜRZER’S ARCHIVE 05/15 : Film & TV Commercials
P132
<アクセサリー>
1-3 Ethel + Frank
Be it in a daringly cut swimsuit, with a banana, or in a lascivious splits pose, the women we
encounter in these spots put paid to our conventional images of “old bags.” Spots for the Ethel +
Frank online store that specializes in vintage bags.

大胆な水着を着てても、バナナを持っていても、みだらに足を広げていても、本作に登
場する女性たちは「古いバッグ」に対する従来のイメージを打ち壊してくれる。ヴィン
テージバッグ専門のオンラインストア Ethel + Frank の作品。

<オーディオ＆ビデオ>
4-5

Apple Music

“History of Sound,” “Worldwide”

In the latest campaign for its music streaming service Apple Music, Apple once again
demonstrates that it is able to reach out to all possible target groups – irrespective of country or
culture.

Apple Music による音楽ストリーミングサービスの最新キャンペーン作品。本作でもま
た、Apple は音楽が国や文化に関係なく、あらゆる層の心に訴えることを映し出してい
る。

<自動車>
6

Smart

“Kids”

Home videos in which little children are seen cursing and giving the middle finger. All of these
are things they have learned while watching their parents trying to fit their car into the tiniest of
parking spaces. This is a problem they will definitely not have to face with the compact Smart.

子どもたちが悪態をつきながら中指を突き出している、ホームビデオの映像。自分の親
が狭い駐車場に車を入れようと苦戦する姿から、こうした振る舞いを学んだのだ。でも、
コンパクトな Smart なら、この問題は絶対に生じることがない。

<自動車>
7

VW “The Tough Sell”

A VW sales rep working in the Australian outback is doing his utmost to peddle his wares, and will
stop at virtually nothing to try to close a deal. Yet his efforts are not very successful. The car is,
after all, the perfect city runabout. Pay-off: Impressive, almost everywhere.

オーストラリアの奥地で、VW のセールスマンが製品の販売に躍起になる。商談を成立
させるためなら手段を選ばずにいるが、これがなかなか上手くいかない。それでも、相
変わらず街を走るのにうってつけの小型自動車である。
キャッチコピー：どこであれ、素晴らしさに変わりはない

<自動車>
8

Honda HR-V

“The Perfect Fit Garage”

A man is tidying up his rather messy minisized garage to enable him to just squeeze his Honda
inside. But how is he going to get out? Fortunately, the car has a sunroof from which – as if
designed for the job – a ladder is let down. A further instance of the Power of Dreams ...

男性が、ごちゃごちゃしていた小さなガレージを片付けて、そこに自分の Honda 車を
入れるのだが、はて、どうやって車から出たらよいのだろう。幸い、車にはサンルーフ
が付いていて、まるでこんな時のために作られているかのように、ハシゴもついている。
「夢の力」がまたやってくれた。

<銀行、保険>
9

John Lewis Home Insurance

“Tiny Dancer”

To the strains of Elton John’s 70s hit “Tiny Dancer,” a truly tiny girl dances whirlwind-like through
her home, narrowly avoiding an accident at every twist and turn. Pay-off in this John Lewis Home
Insurance spot inspired by the video shoot for Sia’s “Chandelier”: If it matters to you, it matters to
us.

エルトン・ジョンが放った 70 年代のヒット曲「Tiny Dancer」にのせて、文字通り小さ
な女の子があらゆる障害をかろうじて避けながら、家の中をクルクル踊り回る。この
John Lewis 住宅保険のコマーシャルは、シアのミュージックビデオ「Chandelier」にヒ
ントを得て制作された。
キャッチコピー：あなたにとって大切なものなら、それは私たちにとっても同じです

<アルコール飲料>
10

Steinlager

“Originals”

This commercial recalls the 110th anniversary of the “Originals,” an initially unknown New
Zealand rugby team that managed to win a straight series of 34 out of 35 matches. A spot for
New Zealand’s Steinlager beer.

ニュージーランドのラグビーチーム「オリジナルズ」の 110 周年を祝した作品。同チー
ムは、35 戦中 34 勝という成績を残した。ニュージーランドの Steinlager ビールのコマ
ーシャル。

<アルコール飲料>
11-14

Kronenbourg

There is no bet too daring, and no distance too far to go, when it comes to proving that
Kronenbourg is simply the best beer out there. And the protagonist in this spot is no lesser a man
than Eric Cantona, whose task is to swim the English Channel – or at least to pretend to do so.

Kronenbourg が最高のビールであることを証明するとなれば、賭けは大胆なものになる
し、どんな目的地にだって向かう。主役はあのエリック・カントナ。彼の使命はイギリ
ス海峡を泳いで渡ること – あるいは、そのフリをすることである。

<ノンアルコール飲料>
15

Lucozade Energy

“Find Your Flow”

Whether you are a window-cleaner or work in a bookstore, everything is a whole lot easier once
you find your flow. For all those who would like to maintain this ideal level of relaxation, or need a
little help in achieving it, there is Lucozade Energy Drink.

窓の清掃員であれ、書店スタッフであれ、自分の生活ペースをつかめたら、全てがずっ
と楽になる。そんなリラックスした状態を維持したい人、もしくはこれからその状態に
自分を持っていきたい人に、Lucozade Energy Drink を。
P133
<ノンアルコール飲料>
16

Regain

“How Many People Are In Lab Coats?”

A spot once again challenging our attentive abilities. The question to be solved here: How many
people are in lab coats? (All we can reveal here: more than you think.) A spot for energy drink
Regain, which claims to activate brain cells.

私たちの注意力を試される一作。質問はこちら「白衣は何人？」
（ヒントとしては、「皆さんが思っている以上の数」ということだけは言える。）
脳細胞を活性化させるエネルギー飲料 Regain の作品。
<ノンアルコール飲料>
17

Unistraw “Baby Teeth”

A tousle-haired child loses its first teeth, causing the world around to descend into a frightful
drama. Luckily, there is Unistraw, a drinking straw containing flavorings and probiotic elements
designed to make children enjoy drinking milk.

カーリーヘアの少女の歯が初めて抜けたことで、恐ろしいドラマが幕を開ける。幸運に
も、子どもたちが牛乳を楽しんで飲めるように、風味と体によい菌を含んだストロー状
のドリンク、Unistraw がある。

<化粧品>
18

Shave Code

“The World’s Most Kissing Nation”

In a country such as Egypt, in which is kiss is virtually de rigueur in any form of greeting, it is
especially important to have soft cheeks. A spot for Shave Code brand shaving gel.

エジプトのように、挨拶のときに必ずキスする国では、スベスベの肌を保つことが特に
重要になってくる。Shave Code シェービングジェルのコマーシャル。

<化粧品>
19

Old Spice

“And So It Begins”

With the robot on its summer break, its place is taken by Old Spice stars Isaiah Mustafa and
Terry Crews, who do their very best to woo our favors by praising the latest Timber and Bear
Glove product ranges.

ロボットが夏期休暇に出ているため、Old Spice のイザヤ・ムスタファとテリー・クル
ーが、最新商品 Timber and Bear Glove を紹介して視聴者の心を掴もうと奮闘する。

<化粧品>
20

PeriCoach

“Leakers Anonymous”

Alcoholics Anonymous is so yesterday. People wishing to vent their frustration today meet at
incontinence events. And such meetings are all the more exciting when a “reformed” lady joins
the group to present her latest discovery, the PeriCoach pelvic floor exerciser, whereupon all the
other ladies follow her.

時代は「匿名のアルコール依存症者たちの集い」から、「尿漏れに悩む人々の集い」
に移っている。今回はそんな集いに、悩みを「克服した」女性がやって来て Pericoach
骨盤底器具との出会いを披露する。話を聞いた残りの女性たちは、みんな彼女について
いくのだった。

<ファッション>
21

Calvin Klein Jeans Fall 2015

“The Full Story”

Young models are seen turning night into day, with sexting the latest trend to be gripping them.
This campaign for Calvin Klein takes a somewhat salacious approach to the provocative theme.

昼夜を問わず働く若いモデルたちが、最新の話題を性的な写真やメールで送り合う。挑
発的なテーマにやや卑猥な手法で挑んだ Calvin Klein のキャンペーン作品。

<ファッション>
22

Kenneth Cole Productions

“Be The Evolution”

US fashion house Kenneth Cole Productions went on a quest for the ultimate man. All of the
character traits it was looking for were embodied by Noah Galloway, an Iraq veteran we see in
this spot.

アメリカのアパレルブランド Kenneth Cole Productions が、最高の男性を捜し求める。
彼らが求める性格特性の全てを体現するのは、元イラク陸軍兵のノア・ギャロウェイ。

<食品>
23-27

Kalles Kaviar

The Swedish spread is on a world tour, yet nowhere does it really draw that appreciation it was
hoping for. Distorted faces and surprised looks are the response to a free sample. A spot for the
very Swedish specialty from the Kalles Kaviar brand.

スウェーデン製のスプレッドが世界をまわる。しかし、どこに行っても人々の反応はイ
マイチ。試食した人々は、顔をしかめたり、驚いた表情をする。Kalles Kaviar によるス
ウェーデン名物スプレッドのコマーシャル。

<食品>
28-29

McDonald’s – Feed Your Fandom

In this series of spots, McDonald’s roll-calls the most diverse kinds of fans. These include, for
example, sports fans, groupies, and those fans who follow games from home over a juicy burger.
Oh yes, and does a set of disused bleachers also count as fans?

このシリーズ作品では、McDonald’s があらゆる「ファン」の出欠をとる。例えばスポ
ーツファン、バンドのグルーピー、それにジューシーなハンバーガーを頬張りながら試
合にかじりつく人々など。そうだ、空の観客席もファンの数に入れていいかな？
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<食品>
30

McDonald’s

“Lonely Hearts”

Returning from an abortive date, a man stops off at McDonald’s. While he is ordering his regular
menu, he hears the blind date he just met, who at first seemed to be a rather incompatible match,
ordering exactly the same meal. A spot for McDonald’s promising “good times.”

失敗デートから帰宅する途中、男性が McDonald’s に寄る。いつものメニューで注文し
ていると、先ほどの初デート相手の声が聞こえてきた。しかも、気が合わないと思って
いたのに、自分と全く同じメニューを頼んでいるではないか。McDonald’s が「良いひ
と時」を約束する作品。

<食品>
31

McDonald’s

“Fun”

Today’s children do not always have an easy ride. As soon as they start romping around, along
comes someone telling them to be quiet. But not at McDonald’s, where they can simply be a child
having fun with their family.

今日の子どもたちが、子どもらしく生きるのはなかなか難しい。何せはしゃぎ出した途
端に、静かにしろと注意されてしまうのだから。でも McDonald’s だったら、家族と楽
しい時間を過ごしながら子どもらしく振る舞うことができる。

<食品>
32

McVitie’s “Sweeet”

This McVitie’s product segment has been extended to include a breakfast bar that is promptly
delivered to its intended owner by a jet-powered squirrel. A spot for the oatmeal bar from
McVitie’s.

ジェットエンジン搭載のリスが、直ちに McVitie’s の朝食バーをお届けにあがるという
作品。McVitie’s のオートミールバーのコマーシャル。

<食品>
33

Arby’s

“Thank You For Being A Friend”

To the strains of Andrew Gold’s classic “Thank You for Being a Friend,” which became popular
chiefly on account of the “Golden Girls” series, restaurant chain Arby’s has put together a medley
of the best “The Daily Show” moments in order to bid farewell to anchor Jon Stewart in his final
appearance – and all this despite the fact that Arby’s was the constant target of Jon Stewart’s
scorn and disdain.

テレビシリーズ「ゴールデン・ガールズ」でヒットしたアンドリュー・ゴールドの名曲
「友だちでいてくれてありがとう」にのせて、レストランチェーン店の Arby’s がニュ
ース番組「デイリー・ショー」の名場面をメドレーでおくる。これは、同番組内で、キ
ャスターのジョン・スチュワートに Arby’s が散々けなされ、こけにされてきたにもか
かわらず、彼の降板にあたり別れを惜しんで作られたものである。
<食品>
34

Marmite

“Marmite Summer Of Love Not Hate”

A flower power kitten and a hard-rocker get embroiled in an altercation over Marmite, with love
finally emerging from the spat triumphant. Another spot in the “Love it or hate it” campaign for UK
spread Marmite.

ヒッピー風な子猫とハードロッカーが Marmite への愛と嫌悪を交互に歌うが、最後には
Marmite を顔にかけられた子猫の「愛」が勝つ。UK のスプレッド Marmite による「好
むか嫌うか」キャンペーンの最新作。

<食品>
35

Oatmeal Crisp “Evolution Of One Upmanship”

One-upmanship is an art we humans have been cultivating since time immemorial – as
evidenced by this cartoon-style spot. The manufacturers of Oatmeal Crisp muesli are no
exception to the rule, being constantly at pains to improve their recipe still further.

常に一歩先を行くこと – これは、アニメーションスタイルの本作でも描かれているよ
うに、はるか昔から人間が養ってきた姿勢である。Oatmeal Crips ミューズリーの製造
者もその一人。いつもレシピを改良しようと、あれこれ苦労を重ねてきたのだ。

<ハウス＆ガーデン>
36

Maytag

“Built For Dependability”

Smartly dressed men – the Maytag mechanics that have been featuring in the company’s
advertising for decades – with the most exquisite of manners are coming down the conveyor
before being carefully assembled and prepared for delivery as ready-to-use washing machines.

何十年もの間、Maytag の広告に登場している機械工たち – 気品ある身なりで、洗練さ
れた振る舞いを見せる – が、ベルトコンベア上で丁寧に組み立てられ、すぐに使える
洗濯機になるための準備を整える。
<ハウス＆ガーデン>
37

Persil

“Breakdancing Girl”

A little girl in an empty children’s playground is practicing spectacular breakdance moves. By the
time she’s finished, her clothes do not look at all pretty. The Persil Pay-off: Powerful stain removal
in every spin.

誰もいない遊び場で、少女が目を見張るようなブレイクダンスに励んでいる。おかげで
練習を終える頃には、着ているものが大変なことに。
キャッチコピー：どれだけ回転しても、汚れを強力に落とします
<ハウス＆ガーデン>
38

Sherwin-Williams

“Masters”

Had the old masters heard of wall paints from Sherwin-Williams they would definitely have used
them. Only van Gogh, with just his one ear, finds it a little harder to hear about their special offers.
Tagline: The most legendary name in paint.

昔の達人たちが Sherwin-Williams の壁塗料について耳にしていたら、彼らは絶対利用し
たことだろう。ただ、ゴッホだけは、耳が片方聞こえなかったために、この特別なオフ
ァーを聞き取るのが少し難しかったようだ。
キャッチコピー：塗料の世界で最も伝説的な名前
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<その他>
39

Mifal Hapais Israeli Lottery

“Crocodile”

After we see a man enjoying a nap on the back of a crocodile, however, we realize that this must
be a dream. A commercial for the Israeli lottery agency, which claims to make at least most
dreams come true.

男性がワニの背中で昼寝を楽しむ姿が映し出されるが、その時これまでの映像が夢だっ
たと判明する。「全部じゃないかもしれないけれど、ほとんどの夢を叶えます」と提唱
するイスラエルの宝くじ代理店によるコマーシャル。

<その他>
40

Oregon Lottery “Sustainable Economy”

Since its foundation in 1985, the Oregon Lottery has made funding available to a wide variety of
companies, among them those in the sustainable fishing industry in the state of Oregon.

1985 年の創設以来、オレゴン宝くじはさまざまな分野の企業に資金を提供している。
その中には、オレゴン州の持続可能な漁業関連会社も含まれているのだ。

<その他>
41-43

Ancestry.com

A series of spots in which it almost seems as if our ancestors were speaking to us. Signing up to
Ancestry.com is the way for people to find out more about their family history.

まるで自分たちの祖先が本当に話しかけているかのような気持ちにさせる、シリーズ作
品。Ancestry.com に登録すれば、自分の家系史についてもっと知ることができる。

<オフィス用品>
44-46

Canon

There are situations in life in which it might have been useful to have had an expression to hand
when responding, for example, after kids inadvertently discover sex photos of their parents, or
when the priest forgets the speech he has been rehearsing. A spot for print products from Canon.

人生には、こういう時にうまいこと説明できたら..という状況がある。例えば、子ども
たちが誤って両親のセックス写真を見つけてしまった時や、司祭が準備していたスピー
チを忘れてしまった時など。Canon プリンターのコマーシャル。

<医薬品＆OTC>
47

Superpharm

“An Underwater Tale”

A swimmer in a pool dives down into a fascinating world full of the most amazing marine
creatures while his partner longingly waits for him up on the edge of the pool. A spot for the
summer sale at Superpharm.

プールで泳いでいた人が、素晴らしい海洋生物でいっぱいの世界に飛び込んでいく。そ
の間、パートナーはプールの端っこで待ちぼうけを食らう。Superpharm サマーセール
のコマーシャル。

<出版、メディア>
48-49

Campaign

Titled “Adfolk in the real world,” this a series of amusing spots from Campaign magazine
produced in cartoon style for the Cannes festival. The gulf between the image we have of
creatives and actual reality is, it would appear, absolutely enormous.

「実世界の広告族」と題し、カンヌ広告祭用にアニメーション形式でつくられた、雑誌
「Campaign」の面白いシリーズ作品。どうやら我々がクリエイティブたちに抱いてい
るイメージと実際の姿には、かなりギャップがあるようだ。

<出版、メディア>
50

Porn Hub

It would appear that a new word has entered the language. The perfect wedding gown or the
perfect home … to the dismay of all those not yet aware of this new use of the language, they
have all become synonyms for “Porn Hub Premium.” A spot for extra-long Porn Hub videos in
HD.

言語の世界に新しい言葉が登場したらしい。完璧なウェディングドレス、完璧な家..こ
のヒントでもまだピンと来ない人はがっかりするかもしれないが、これらは今や全て
「ポルノ・ハブ・プレミアム（ポルノチャンネル）」と同類語なのだ。Porn Hub 長編
HD 作品のコマーシャル。

<小売>
51

Harvey Nichols “Shoplifters”

To promote its new Rewards app, Harvey Nichols has assembled CCTV shoplifting footage
material in which we see shoplifters caught on camera in flagrante. Pay-off: Love freebies? Get
them legally, says Harvey Nichols.

新しい Reward（ご褒美）アプリの宣伝として、Harvey Nichols は万引き犯が防犯カメ
ラに映し出される映像を利用している。
キャッチコピー：タダがお好き？Harvey Nichols で合法的にどうぞ

<小売>
52

Ikea “Rediscover The Joy Of The Kitchen”

The spanking new Ikea kitchen is full of monkeys, all of which are quite obviously having fun
exploring this unknown terrain. When, in the course of their frolicking, something gets broken, the
spot is simply rewound back to the beginning. Pay-off: Rediscover the joy of the kitchen.

真新しい Ikea のキッチンにいる、たくさんのサルたち。彼らは見たこともない状況を
明らかに楽しんでいる様子。そのうち、飛び跳ね回っている最中に物が壊れ、場面はま
た最初へと巻き戻っていく。
キャッチコピー：キッチンの喜びを、再発見しよう
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<サービス>
53

Samsung “We Are Greater Than I - Cycling”

A cycling pro is racing under the most demanding of weather conditions in order to keep in shape
for upcoming competitions. Just before reaching the finish line, he lets another member of the
team take the honors. Pay-off: We are greater than I.

プロのサイクリング選手が、来たる戦いに向けての体力作りとして非常に厳しい天候の
中を走り抜ける。もうすぐゴールというところで、彼はチームのほかのメンバーに自分
の座を譲るのだった。
キャッチコピー：「私たち」は「私」より素晴らしい

<サービス>
54

Orange

“Reconciliation”

An elderly couple are settling down to watch a movie on television. From time to time, they switch
to a tablet and, finally, to a phone in order to continue watching the movie, a shift that has the
added benefit of bringing them even closer together. A spot for mobile carrier Orange.

年配のカップルが、はじめはテレビで映画を見ている。それから徐々にタブレット、携
帯電話と画面を変えていき、その都度２人の距離も近づいていく。携帯電話会社
Orange による作品。

<サービス>
55

Orange

“La Surprise”

To pop a surprise on his long-distance love, a young man engages in a little bit of harmless
deception. He is already long on his way to visit the girlfriend yet, each time he calls her, he holds
up a picture of his mountain homeland in the background to make her believe he is still at home.
Pay-off: Reinventing connection.

遠距離恋愛中の彼女に、ボーイフレンドがちょっとしたいたずらを仕掛ける。実は彼女
のもとを訪れるところなのだが、彼女が電話をくれる度に山々の写真を使って、自分は
まだ家いいると思い込ませる。
キャッチコピー：つながり方に、改革を

<サービス>
56

Sky Sports

“Greatest Premier League Moments”

When Thierry Henry is asked to name the best soccer club, he takes us off to watch some of the
Premier League’s best footballing moments. He is edited into the footage presenting the best
goals of all time, creating the impression that he was always actually there when it happened.

最高のサッカークラブはどこかと訊かれたティエリ・アンリが、プレミアリーグ史上最
高の瞬間へと視聴者を誘う。そして、史上最高のゴールが生まれる場面にいつも立ち会
っていたかのように、各名場面にアンリが登場する。

<サービス>
57

AA Patrols

“We’ve Seen It All”

It is almost impossible to imagine what kind of absurd situations the staff of AA Patrols are
confronted with each and every day. A nudist couple that have locked themselves out of their car
is merely the tip of the iceberg. A spot for the roadside assistance service from AA Patrols.

AA パトロール隊は、日々私たちが想像を絶するようなとんでもない状況に出くわして
いる。例えばインロックしてしまったヌーディスト・カップルなどというのは氷山の一
角だ。AA Patrol 牽引車サービスの作品。

<サービス>
58

Wind Mobile

“Connected”

A spot in which we are witness to the way in which a relationship between father and daughter
evolves over the course of many years. When “little Anna” is ready to leave the nest, emotions
run high. Luckily, there is Wind Mobile to ensure that they always stay in touch.

父親と娘の、長年に渡る関係が描かれる。「幼いアンナ」が巣立つ場面は特に心を揺さ
ぶられる。それでも幸運なことに、Wind Mobile のおかげで彼らはいつでも連絡を取り
合うことができる。

<サービス>
59

BGH “Big Chase”

A world in black-and-white on the run from an unknown red invasion. Then it become evident
that the red part is the download bar. A spot advertising the faster download speeds made
possible by 4G/the BGH smartphone.

侵攻してくる赤の世界から逃げている、白黒の世界。やがて、赤チームはダウンロード
のバーを表していることがわかってくる。4G／BGH スマートフォンのおかげで、ダウ
ンロードスピードが一層速くなるのだ。

<社会＆環境>
60

AT& “Close To Home”

A mother is driving home with her daughter in the back seat of the car. Distracted by her phone,
she is involved in an horrific accident that we are then shown in all its grisly detail in slo-mo.
A social spot from AT&T drawing attention to the dangers of using phones while driving.

娘を後ろに乗せて、母親が車を運転している。彼女が携帯に注意を向けてしまったせい
でひどい事故が起き、惨事の詳細がスローモーションで映し出される。運転中の携帯使
用がいかに危険かを呼びかける、AT&T の作品。

<社会＆環境>
61

Great Nations Eat

For a change, the focus in this spot campaigning against child poverty is not on third world
countries. Of all places, it is the USA that is given a poorer rating than, for example, China,
Slovenia, or Germany. Great Nations Eat, a not-for-profit organization, is committed to combating
hunger in American households.

子どもの貧困撲滅を訴える本作がフォーカスするのは、いつもと異なり第三世界ではな
い。中国やスロベニア、ドイツといた国以上の貧困率を誇るアメリカである。非営利組
織の Great Nations Eat は、アメリカ家庭の飢餓をなくすために活動している。
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<社会＆環境>
62

Coca-Cola

“The Text”

A bunch of male teens spend every day hanging out together. Yet their friendship suddenly faces
a challenge when two of the guys reveal that they are gay. A spot from Coca-Cola making a clear
statement against the discrimination of young gays.

毎日一緒につるんでいるティーンエイジャーの男子らだったが、うち２人がゲイだとカ
ミングアウトしたことで、友情が課題に直面する。若いゲイに対する差別に反対の意を
唱える Coca-Cola の作品。

<社会＆環境>
63

NIUC Income

“Last Day Of School”

Life is tough for Siew Fang. As well as going to school, she has to care for her grumpy, alcoholic
father and her siblings. Yet once she comes home with a glowing report card, the world is her
oyster. NTUC Income provides funding to support students from disadvantaged backgrounds.

シウファンの人生は、一筋縄ではいかない。学校に行くだけでなく、気難しくアルコー
ル依存症の父や家族の世話もある。それでも、素晴らしい成績をおさめたおかげで、世
界は一気に彼女の味方になった。NTUC Income は、経済的に恵まれない家庭環境にあ
る学生を支援する基金である。

<社会＆環境>
64-66

WWF/Adena+Latinstock

Eagle, wolf, turtle … a legal status long considered standard for humans is something animals as
yet still have to attain. In its new campaign, WWF is seeking to gain copyright protection for
images of animals.

ワシ、オオカミ、カメ...人間にとって長いこと当たり前と思われてきた法的資格は、
動物たちにとってはまだこれから勝ち取らなければならないものだ。
今回の新しいキャンペーン広告で、WWF は動物も肖像権を得られるように提唱する。
<社会＆環境>
67

Abrinq

“Toy’s Riot”

There are many ways of campaigning for children’s rights, and the different approaches to the
issue are illustrated in this commercial using a variety of children’s toys. A spot for Brazilian
foundation Abrinq, which is committed to championing the rights of children and young people.

子どもの権利を訴える手段は実に多く存在するが、今回はさまざまな玩具を用いるとい
う、一風変わった手法で表現されている。子ども及び若者の権利を擁護するブラジルの
財団法人 Abrinq による作品。
<スポーツ>
68

Nike “Engine”

A turbo shoe undergoing a pit stop/quality test. Upon closer inspection, we are able get a closer
look at the fiber layer inside the Air Zoom Elite 8 model and at the beating heart of its “engine.”

ターボエンジン搭載の靴がピットに入り、品質テストが始まる。近づいてみると、Air
Zoom Elite 8 モデルの繊維層、それに「エンジン」の鼓動が見えてくる。

<スポーツ>
69

Nike “Short A Guy”

Be it swimming, basketball, or running – no matter what the sport, one competitor who has just
dropped out needs to be replaced fast. In each case, a little boy is on hand to plug the gap,
leaving no time at all for a breather. Nike. Just do it.

水泳でもバスケでもマラソンでも、どんなスポーツであれ、一人抜けたら即補充しなく
ちゃならない。そんなわけで今回は、一人の少年があらゆる競技の隙間を埋めることに。
もはや息つく間もない。Nike。とにかくやってやるだけ。
<スポーツ>
70

Adidas

“Break Expectations”

Blood red and a devil’s pitchfork are the chosen accouterments for Manchester United players in
this spot designed to show us why they are one of the top teams in the Premier League.
A spot for the adidas Football Channel.

血のように赤い色をバックに、そして悪魔の熊手を装備に、マンチェスター・ユナイテ
ッドのプレーヤーたちが、プレミアリーグのトップに君臨する理由を明かす。adidas フ
ットボール・チャンネルの作品。
<スポーツ>
71-77

Adidas - Supershell

A variety of designers, among them Pharrell Williams, sum up what it takes to be successful at
adidas. A generous helping of courage – and the ability not to lose sight of the standards one has
set oneself. Moreover Pharrell Williams is talking about sources of inspiration with particular
reference to his own Supershell footwear collection.

ファレル・ウィリアムスをはじめとするさまざまなデザイナーたちが、adidas で成功す
ることに必要な資質を語る。例えばそれは大盛りの度胸だったり、自分が決めている基
準から決してブレないようにすることだったり。さらにファレルは、自分がデザインす
る Supershell フットウェア・コレクションにインスピレーションを与えてくれたものに
ついても明かす。
<旅行＆レジャー>
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Tourism Authority Of Thailand “Good Pig”

Thailand’s tourism authority has issued an official warning to all those visiting the country. Thai
food is so addictive that you cannot stop eating and inevitably end up overindulging. This spot
introduces us to a particularly crass example of such gluttony.

タイの観光協会が、同国を訪れる人々に公式に警告を発令した。曰く、タイ料理は美味
しすぎて、一度食べたら最後、虜になってしまうのだと。暴飲暴食の極端な例を示した
一作。

