LÜRZER’S ARCHIVE 06/17 : PRINT
P14

<アクセサリー>

Bailey, Banks & Biddle

- If we’re talking priorities, you only wear the dress once.
- The wrong diamond is also forever.
- The brands you know. And some you can’t pronounce.
Campaign for the new bridal lines available from jeweler Bailey, Banks & Biddle.
- 優先順位を考えているなら、あなた、そのドレスは一度しか着ませんよ
- 間違ったダイアモンドもまた、一生ものになるのです
- あなたがご存知のブランドの数々。発音できないものもありますね
宝石店 Bailey, Banks & Biddle による新しいブライダルラインのキャンペーン広告

P15

<自動車>

Audi

When it rains heavy, things get scary. Rain-sensor as standard.
激しい降りだと、事態は恐ろしいことになるから。降雨センサー標準装備

P18-19

<自動車>

Detail To The Max

If it’s not a car part, it shouldn’t be part of your car.
Hand car wash. Detail center.
車のパーツでないなら、あなたの車の一部であるべきではない
手作業で洗車します。Detail センター
P19 下

<自動車>

Volkswagen

Volkswagen Trucks. Tailor-made for your needs.
Volkswagen トラック。あなたのニーズに合わせて仕立てます

Error!
Reference source not found.

P22

<自動車>

Audi

- Scratched off on tracing paper by Walter de Silva, who,until this day, considers the
Audi A5 his design masterpiece.
- Smashed the best time record at Pikes Peak Hill Climb. Smashed the competitors in
Portugal, San Remo, Brazil and Greece. Always serviced by official Audi mechanics and
driven at the weekends by a French lady.
- Doesn’t run on weekdays. It sits neatly parked in the garage. At the weekends, there’s
no sand, rain or snow keeping it from going down the hill or up the mountains. Always
with a pristine performance due to the quattro technology.
- Worn out from lack of action, looking for a caring driver who goes the extra mile.
Pay-off: Pre-owned cars. First-class Audi quality.
- Walter de Silva によるトレーシングペーパーの傷付き。彼は今日に至るまで、Audi A5 こ
そ自身のデザインの最高傑作であると考えている
- Pikes Peak 山登りにてベストタイムを記録。ポルトガル、サンレモ、ブラジル、ギリ
シャで競争相手に勝利。Audi の公式メカニックに常に整備してもらっていた一品であり、
週末にはとあるフランスの貴婦人が運転していた車
- 平日には走行しない。ガレージにきれいに駐車されている。週末には、砂、雨、雪に
かかわらず、丘や山をいつも走り抜ける。クアトロ技術のおかげで、常に新品同様の走
行
- 走行が足りずにくたびれている一品。さらに走らせてくれる面倒見の良いドライバー
を募集中
キャッチコピー：中古車。ファーストクラスの Audi 品質

P23

<自動車>

Volkswagen

Volkswagen Trucks. Tailor-made for your needs.
Volkswagen トラック。あなたのニーズに合わせて仕立てます

P26

<銀行、保険>

Banco de Crédito e Inversiones

- 75 millions of #London, enough reasons to travel somewhere else. Visit over 1.000
different destinations with your Bci miles.
- 68 millions #Paris, enough reasons to travel somewhere else. ...
Campaign for a credit card issued by Chilean bank Banco de Crédito e Inversiones
which enables the customer to collect miles within the American Airlines AAdvantage
travel awards program.
- 7,500 万もの#ロンドン、どこかへ旅に出るのに十分な理由。Bci マイルを利用して、
1,000 箇所以上の都市を訪れてみては
- 6,800 万もの#パリ、どこかへ旅に出るのに十分な理由…
Chilean bank Banco de Crédito e Inversiones が発行するクレジットカードのキャンペー
ン広告。本カードの利用で、アメリカン航空 AAdvantage トラベルアワードプログラム
のマイルを貯めることができる

P27 上

<アルコール飲料>

Guinness

Your Dublin pub. The original home of the black stuff.
あなたのためのダブリンのパブ
黒ビールの本場

P27 下

<アルコール飲料>

Uab Sviezia Kava

Alfred Pacas, a Salvadoran descendantof the Lithuanian noble family Pacas, has
produced the first rum in his country.And it’s not just any rum, but a rum that is being
awarded in various international events and compared to the best ones of Guatemala.
Salvadorans are very proud of their Lithuanian rum.
リトアニアの由緒ある家柄 Pacas の末裔であるエルサルバドル人の Alfred Pacas は、自
国で最初のラムを製造した。それもただのラムではなく、あらゆる国際イベントにて賞
を受賞し、グアテマラの最高級のラムとも比較された一品である。エルサルバドル人は、
自分たちのリトアニアのラムを非常に誇りに思っている。

Error!
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P28-29

<アルコール飲料>

Odell Brewing Co

- Festival lover approved

- Backyard BBQ’er approved

- Backstage approved

- Outdoorsman approved

- Dive bar approved
- フェス愛好家も認めた

- 裏庭の BBQ 愛好家も認めた

- 楽屋の連中も認めた

- 野外活動好きな連中も認めた

- 酒場も認めた

P30-31 <アルコール飲料>

Britain’s Beer Alliance

- Have a lager with cod

- Have a golden ale with goats cheese

- Have a pale ale with pork

- Have a bitter with beef

- Have a wheat beer with salmon
There’s a beer for that
Campaign for Britain’s Beer Alliance.
- ラガーはタラと召し上がれ
- ペールエールはポークと召し上がれ

- ゴールデンエールはゴートチーズと召し上がれ
- ビターはビーフと召し上がれ

- 白ビールはサーモンと召し上がれ
料理に合うビールがあります

Britain’s Beer Alliance のキャンペーン広告

P32-33

<ノンアルコール飲料>

Dairy Farmers of Canada

Strong people get more out of life.
Milk products, a source of protein.
Campaign for the Dairy Farmers of Canada, the advocacy group representing the
interests of the industry.
力のある人たちは、人生でもっと成果をあげる

乳製品、それはプロテインの源
業界への関心を代弁する支援組織 Dairy Farmers of Canada（カナダ酪農家）
キャンペーン広告
P34-35

<建設業>

の

Redwood

- Connect the dots to reveal which specifier forget to use redwood. How do you feel
when you build with strong, beautiful, and versatile timbers? Happy, of course. That’s
because redwood is the obvious choice.
- Hidden below are ten types of timber that are perfect for your next building project.
How many can you spot? Well spotted! Redwood timbers are strong, beautiful, and
versatile, making them the obvious choice for any building project.
- To unlock the secret to all your wood-based building needs, unscramble the word
below! Did you figure it out? The answer is redwood! Redwood timbers are strong,
beautiful, and versatile, making them the obvious choice for any building project.
- Stan the specifier is building homes in a termite-infested area! Should Stan(A)
Construct a decoy home out of termite-friendly spruce. (B)Gain favor with the termite
king by marrying his termite daughter. (C) Use termite-resistant redwood timbers. Did
you figure it out? Redwood timbers are strong, beautiful, and termite-resistant, making
them the obvious choicefor any building project.
- Match the specifier with the correct timber for their next project! The obvious choice is
redwood timbers. They’re strong, beautiful, and versatile, making them perfect for any
building project.
Find out more at getredwood.com
- 点を結んで、どちらがアメリカスギを使い忘れたか見つけ出しましょう。丈夫で美し
く、多目的な木材で建設したらどう感じると思いますか？もちろん嬉しいですよね。そ
れは、アメリカスギを選ぶのが当然のことだからです。
- 以下に隠されているのは、あなたの次の建築プロジェクトに最適の 10 種類の材木です。
さてあなたはいくつ見つけることができますか？よく見つかりました！アメリカスギの
木材は、丈夫で美しく、多目的に使えるので、どんな建築にも当然ふさわしい選択肢な
のです。
- 木材をベースにした建築に必要な秘密を解き明かすべく、以下の単語を解読しましょ
う！見つかりましたか？答えは redwood（アメリカスギ）です！アメリカスギの木材は、
丈夫で美しく、多目的に使えるので、どんな建築にも当然ふさわしい選択肢なのです。
- 仕様書を作成するスタンは、シロアリにやられた地域に家を建てることになります！
スタンがするべきことは、（A）シロアリに優しいトウヒを使っておとりとなる家を建
てる。（B）シロアリの娘と結婚し、シロアリ界の王から寵愛を受ける。（C）シロア
リを避けるアメリカスギの木材を使う。見つかりましたか？アメリカスギの木材は、丈
夫で美しく、多目的に使えるので、どんな建築にも当然ふさわしい選択肢なのです。

Error!
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- 次期プロジェクトのために、仕様書作成者と適切な木材を結びつけましょう！アメリ
カスギの木材こそ、明らかに適切な選択肢です。アメリカスギの木材は、丈夫で美しく、
多目的に使えるので、どんな建築にも当然ふさわしい選択肢なのです。
getredwood.com でもっと詳しく知ってください
P36-37

<子供>

- New

Play-Doh
- Limited edition

Campaign for Play-Doh modeling compound.
- 新商品

- 限定商品

Play-Doh 粘土のキャンペーン広告

P38-39

<ファッション>

Jigsaw

immigration
- British Style is not 100% British. In fact, there’s no such thing as “100% British”. Or
100% Dutch, French, American, Asian or European. Whatever your opinion, at some
point in your ancestry someone moved in and unsettled the neighbours. Because none
of us are the product of staying put. And we’re no different. As a clothing brand we
couldn’t do what we do if people weren’t free to move around. Without immigration, we’d
be selling potato sacks. We need beautiful minds from around the world. ...
- Materials from 16 countries. Crafted by 45 nationalities. Autumn Winter 17 collection.
Campaign for British fashion brand Jigsaw.
移民
- 「英国スタイル」って、100％英国製ではありません。「100％英国製」なんてものは
存在しません。それに、100％オランダ製、フランス製、アメリカ製、アジア製、ヨー
ロッパ製なんてものも。あなたの言い分がどうであれ、どこかの時点で、あなたの祖先
が移り住んだり、近隣を放浪していたりしたんですから。なぜなら私たちの誰もが、ひ
と所にじっとしている産物ではないからです。我々も同様です。服飾ブランドとして、
我々はもし人々が自由に動き回れなかったら、この仕事ができません。移民がいなけれ
ば、我々は袋に入ったジャガイモを売っていることでしょう。我々は、世界中に存在す
る美しい精神を必要としているのです…
- 16 ヶ国からの原料。45 の異なる国籍の持ち主らによって作られました。2017 年秋冬
コレクション
英国のファッションブランド Jigsaw のキャンペーン広告

P40-41

<ファッション>

Heyraud

Campaign for French shoemaker Heyraud.
フランスの靴メーカー Heyraud のキャンペーン広告

P42

<ファッション>

Eric Bompard

Soft is the new strong
Campaign for French cashmere brand Eric Bompard.
「柔らかさ」それは新しい「強さ」
フランスのカシミヤブランド Eric Bompard のキャンペーン広告

P44-45 <食品>

Biedronka

- Potatoes.

– Krakow sausage

- Apple pie.

– Duck with apples.

– Regional butter

Campaign for Biedronka brand soups.
- ジャガイモ
- アップルパイ

- クラクフソーセージ
- りんごと鴨

- 地域特産バター

Biedronka スープのキャンペーン広告
P46-47

<食品>

McDonald’s

Poster campaign for different dipping sauces that come with McDonald’s new Buttermilk
Crispy Tenders.
McDonald’s の新商品バターミルク・クリスピーテンダーについてくる色々なディップ
ソースのためのポスターキャンペーン広告
P48 上

<食品>

McDonald’s

Happy moving day
引越しの日（カナダ全土では建国記念日でもある）を祝して

P48-49

<食品>

McDonald’s

Error!
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Open late
遅くまで営業中

P50

<食品>

Excel

Mints made for chewers
チューチュー吸うのが好きな人のためのミント

P51

<食品>

Snickers

- The Tasty Duckling. Hans Christian Andersen
- The Omlet by William Shakespeare
You’re not you when you’re hungry
- 「おいしいアヒルの子」ハンス・クリスチャン・アンデルセン
- 「オムレット」ウィリアム・シェイクスピア
腹が減ってちゃ正気じゃいられない

P52-53

<食品>

Burger King

Come as a clown, eat like a king. #Scaryclownnight
Campaign for Burger King offering free Whoppers to customers who wear clown
costumes on Halloween – and thus not so subtly referencing rival mascot Ronald
McDonald.
ピエロの仮装でやってきて、キングのように貪ろう。#怖いピエロナイト
ハロウィンの日に、ピエロの仮装 – ライバル店のマスコット、ロナルド・マクドナルドのことを
あからさまに示唆している – で来店した客に無料でワッパーをサービスするという、Burger
King のキャンペーン広告。

P54

<食品>

Pizza Jungle

- Extra extra meaty topping? Owambe! Our Sausage Den pizza comes with extra
sausage and minced meat.
- Self-styled pizza topping? Owambe! Select from over 18 toppings to create your own
PJ Special pizza.

- Extra hot, extra spicy topping? Owambe! Our Wildlife pizza comes with flaming hot and
spicy toppings.
Strapline: Pizza Jungle.Pizza the way you love it.
(“Owambe” is an everyday word in southwestern Nigerian meaning “it is there,” and is a
term popularly used across Nigeria to imply “party” or “merrymaking.”)
- もっともっとお肉のトッピングをお望みで？あるよ！Sausage Den ピザなら、ソーセージとひ
き肉がさらにたっぷり入ってます
- 自分でトッピングするピザをご希望？あるよ！18 種類以上のトッピングを組み合わせて、自分
だけの PJ Special ピザを作ってください
- さらに辛い、さらにスパイシーなトッピングをお望みで？あるよ！Wildlife ピザは、激辛でスパ
イシーなトッピングです
キャッチコピー：Pizza Jungle。あなたのお好みのピザを
（Owambe というのは「そこにある」を意味するナイジェリア南西部の日常用語であり、ナイ
ジェリア全土では「パーティー」や「お祭り騒ぎ」を示唆する言葉として使われている）

P55

<食品>

Roots

Recharge the healthy way. Roots. Healthy Food Restaurant.
健康的な方法で、充電を。
Roots。ヘルシーフードレストラン

P56-57

<食品>

Hiltl

Sensual vegetarian delights.
Campaign for the Hiltl vegetarian restaurant, which recently opened a branchin Zurich’s
red-light district.
官能的なベジタリアンの喜びを
最近チューリッヒの風俗街に支店をオープンさせた、Hiltl ベジタリアンレストランの
キャンペーン広告

P58

<食品>

McDonald’s

Poster campaign for McDonald’s.
McDonald’s のポスターキャンペーン広告
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P59

<ハウス＆ガーデン>

Have mercy, use Raid

Raid
Campaign for an insecticide.

哀れみをかけてやって、Raid を使いましょう
殺虫剤のキャンペーン広告
P60 上

<ハウス＆ガーデン>

L’Occitane

L’Occitane. Home perfume.
L’Occitane。家庭用パフューム

P60-61

<ハウス＆ガーデン>

Boecker Public Health

When there’s one there’s more.
Matryoshka-style campaign for Boecker Public Health, the Middle East’s largest pest
management group.
一つあるところには、もっとある
中東のペストを取り扱う最大組織 Boecker Public Health による、マトリョーシカ風の
キャンペーン広告。

P62

<ハウス＆ガーデン>

Gardena

- Absolutely uniform irrigation.The Gardena Comfort Aquazoom 350.
- Cutting at the highest heights. The new Gardena StarCut Plus.
- Scoop up windfalls without stooping. The new Gardena Fruit Collector.
Campaign for Gardena brand garden tools.
- 非常に均等な灌漑。Gardena Comfort Aquazoom 350
- 最高に高いところでも届く。新 Gardena StarCut Plus
- 屈まずに風で落ちた果実を拾えます。新 Gardena Fruit Collector
Gardena 庭用道具のキャンペーン広告
P63 上

<ハウス＆ガーデン>

Greenery

There’s no one like Greenery
Color of the Year 2017.
Campaign for Portuguese paints manufacturer Robbialac celebrating the 2017 Pantone

Color of The Year – Greenery.
Greenery のような奴は他にいない
2017 年、本年の色
2017 年度の Pantone 今年の色である「Greenery」を祝した、ポルトガルのペンキ業者
Robbialac によるキャンペーン広告
P63 下

<ハウス＆ガーデン>

Fairy

The power of a drop
一滴の力

P64

<ハウス＆ガーデン>

Gardena

Outdoor ad for Gardena brand garden irrigation products.
Gardena による庭園灌漑用品の屋外広告

P65 上

<ハウス＆ガーデン>

Autan

Ad for bug repellant Autan.
Autan 虫除けの広告

P65 下

<ハウス＆ガーデン>

Calor Gas

- No one’s ever had a beer around a microwave.
- You can’t buy happiness, but you can buy BBQ gas that browns a sausage.
Campaign for Calor Gas, a brand of bottled butane and propane often used for
barbecues.
- 誰もレンジの周辺でビールを飲んだことはない
- 幸せを買うことはできないが、ソーセージをこんがり焼く BBQ ガスを買うことはでき
る
バーベキューにしばしば利用される缶入りのブタンガスおよびプロパンガスのブランド
Calor Gas のキャンペーン広告
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P66

<その他>

Purina

No two herds are alike. You need a one-of-a-kind plan to get exactly what you want from
your herd. Our nutritionists can help make that plan stronger with their field experience
and technical expertise. Learn more at purinadairy.com
Feed greatness
どの群れにも、全て違いがあります。その群れに求める結果を得るには、唯一無二のプ
ランが必要なんです。そこで我々の栄養士は、豊富な実地経験や技術知識をもとに、あ
なたのプランをより強力なものに仕立てることができます。purinadairy.com で詳細を
ご確認ください
素晴らしさを糧にして

P67

<その他>

WinField United

- Power plant. Energize your crops with optimized nutrition.
- Lift off. Start your season with a boost.
- Feed the feast. Give your plants exactly what they are hungry for.
Campaign for WinField United brand nutrition products used to enhance plant growth.
- 栄養ある植物。最適化された栄養分で、あなたの作物に活力を与える
- 開始。あなたの時季を右肩上がりで始めよう
- ご馳走を与える。あなたの植物が本当に欲しがっているものを与える
植物の成長を強化するために用いられる WinField United 栄養分のキャンペーン広告

P68

<その他>

Philharmonie de Paris

No limits to music
Campaign for the Philharmonie de Paris, which hosts the Orchestra of Paris and
symphonies from around the world,as well as musicians of all backgrounds, providing a

plethora of musical discoveries.
音楽、無制限に
様々な出身の音楽家たちによる演奏をはじめ、「パリのオーケストラ」や世界中から呼
び寄せたシンフォニーを開催し、音楽的な発見をたっぷりと供給している Philharmonie
de Paris によるキャンペーン広告。

P69

Haus Konstruktiv

<その他>

Donald Trump. (For once, constructive).
Ad for the Haus Konstruktiv, a museum for constructive art in Zurich.
ドナルド・トランプ（今回に限り、構成的です）
チューリッヒにある、構成的芸術のための美術館 Haus Konstruktiv の広告

P71

<ペットフード>

Pedigree

Be more like the person your dog thinks you are.
あなたはこういう人、と飼い犬が思ってくれている通りの人物になろう

P72 上

<医薬品＆OTC>

Durex

x-axis: Ypsilanti Water Tower (Michigan, US). – Agbar Tower (Barcelona, Spain). – 30
St Mary Axe, The Gherkin (London, UK). – National NewspaperBuilding (Beijing, China).
Knob Tower (Newcastle, Australia).y-axis: 10cm. – 20cm. – 30cm. – 40cm. – 50cm.
Get an all-risks cover
X 軸：イプシランティ・ウォータータワー（アメリカ、ミシガン州） — アグバールタ
ワー（スペイン、バルセロナ） — 30 セント・メリー・アクス（英国、ロンドン）
— 国際新聞ビル（中国、北京）。ノブタワー（オーストラリア、ニューカッスル）
Y 軸：10cm – 20cm – 30cm – 40cm – 50cm
どんなリスクもカバーします

P72-73

<医薬品＆OTC>

Playboy

Campaign for Playboy brand condoms.

Error!
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Playboy コンドームのキャンペーン広告

P74

<写真>

Canon

- The only boundaries you have are the ones you set yourself
- Find your comfort zone, then leave it behind
- Some see a bad day. Some see a good story
- Live the story you’d want to tell yourself
#liveforthestory
Canon. Live for the story.
- 唯一の境界線は、あなたが自分に課したものだけ
- あなたが安心できる領域を見つけたら、そこから抜け出してみよう
- 悪い日を経験する人もいれば、良いストーリーを経験する人もいる
- あなたが自分に聞かせたいストーリーを生きよう
＃ストーリーのために生きる
Canon。ストーリーのために生きよう

P75

<出版、メディア>

Arte no Prato

Where food meets literature.
Campaign for Arte no Prato, a YouTube show that explains how to cook meals featuring
in famous works of literature.
料理と文学が出会う場所
有名な文学作品に登場する料理の作り方を教えるユーチューブの番組、Arte no Prato の
キャンペーン広告

P76-77

<出版、メディア>

Radio Ecuador

Only for night runners
Campaign for “Rock & Run 6K,” a marathon starting at 8 pm organized by Ecuadoran
radio channel Radio Ecuador.
夜のランナー限定
エクアドルのラジオ局 Radio Ecuador が主催する、夜８時スタートのマラソン「Rock &
Run 6K」のキャンペーン広告

P77 下

<出版、メディア>

Kiss FM

Books go into libraries. Ours went into the museum
Behind every classic, there is a great story.And all of them are in the book of rock.
Ad for Kiss FM Radio Station, promoting their “Book of Rock,” which tells the history of
rock in detailed etching- style images together with an integrated vinyl record.
書籍は図書館に入る。我々の方は美術館へと入った
どんな名曲にも、素晴らしい物語がある。そのどれもがロックの本に刻まれているのだ
組み込まれたレコードとともに、エッチング風の画像でロックの歴史を語る「Book of
Rock」を宣伝した、Kiss FM ラジオ局の広告

P78-79

<小売>

Ikea

- Siri, what lamp should I buy?

- Link different

- One more thing…It’s also a lamp.

– Apple juice.

Discover RIGGAD $69.99 and our other wireless chargers at IKEA.com
Campaign for Ikea brand lamps with embedded wireless charging pads (which can also
be used as iPhone chargers), done in an ironic nod to Apple and a few of that

Error!
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company’s now iconic phrases.
- シリ、どの照明を買うべきかしら？

- 別のつながりを持とう

- それからもう一つ…それもまた照明です - アップルジュース
RIGGAD $69.99 や、その他ワイヤレス充電器を IKEA.com で
Apple および同社の広く知られるキャッチコピーを皮肉っぽくもじった、Ikea によるワ
イヤレス充電器（iPhone 充電器としても使える）付き照明のキャンペーン広告
P80-81

<小売>

Ikea

The wonderful everyday is coming. IKEA Sheffield opens 28th September
Campaign announcing the opening of a new Ikea store in Sheffield, UK.
素晴らしい毎日がやってくる。9 月 28 日、IKEA シェフィールド開店
英国・シェフィールドの新装開店する Ikea ストアを告知したキャンペーン広告

P81 下

<小売>

Ikea

It’s about time.
Saudi women welcome to the driving seat.
Ad for Ikea addressing an initiative launched byCrown Prince of Saudi Arabia,
Mohammed bin Salman, which will finally allow women to drive from 2018.
時が来た
サウジの女性たち、運転席にようこそ
2018 年からついに女性の運転を認めるという、サウジアラビアの皇太子ムハンマド・
ビン・サルマーンによる決定に言及した Ikea の広告

P82 上

<小売>

Aldi

Go natural with no artificial colours storewide.

ALDI. Good Different

全店、人工着色料を使わず自然な色で
ALDI。良い方に違う

P82-83 下

<小売>

Rusty Gold Motorshop

Cool gear. Strong coffee.
Campaign for the Rusty Gold Motorshop & Coffee bar in Amsterdam featuring handdrawn illustrations produced using a graphite pencil and incorporating genuine coffee
cup rings.
クールなギア。濃い目のコーヒー
黒鉛筆と本物のコーヒーカップでできた輪を用いて描かれた手書きのイラストレーショ
ンを採用した、アムステルダムにある Rusty Gold Motorshop & Coffee bar のキャンペー
ン広告
P84 <小売>

Zombie Boardshop

- You can’t die. You still have 6 hours left on your lift ticket.
- Why settle for being carried down the mountain in just one sled?
- Do it right. Get a chairlift ride. Do it wrong, get a helicopter ride.
Poster campaign for Zombie Boardshop, a snowboard shop in Minneapolis.
- まだ死ねないぜ。リフトチケットが６時間分残ってるんだから
- たかだか一回滑っただけで降ろされることに甘んじるってのか？
- うまくやれば、椅子のリフトで移動だ。間違えば、ヘリでの移動だ
ミネアポリスにあるスノボショップ、「ゾンビ・ボードショップ」のポスターキャン
ペーン広告

P85

<サービス>

Fortis Hospital

- Stomach sounding strange?
- Burning sensation in stomach?
- Stomach out of tune?
It could be a sign of one of these: constipation, diarrhea, gas, intestinal cramps,
abdominal pain, internal bleeding. If not treated, these can lead to serious chronic
ailments later.
Campaign by Fortis Hospital designed to raise awareness of gastrointestinal ailments
and to encourage peopleto have regular medical check-ups.
- 胃の音がおかしい？
- 胃がムカムカする？
- 胃の調子が悪い？

Error!
Reference source not found.
それは、以下のどれかの兆候かもしれません：便秘、下痢、ガス、胃痙攣、腹痛、対内
出血。治療しないと、あとでもっと長期化する病気が引き起こされる可能性があります
胃腸の病気に関する認識を高めてもらい、定期的な医療検診を受けることをすすめる
Fortis Hospital のキャンペーン広告

P86-87

<サービス>

Eir

No more black spots.
eir. Let’s make possible…
In this campaign for a new product – WiFi Calling – from Irish communication brand eir,
which eliminates mobile phone coverage black spots, every single black spot was
removed from an entire edition of the Daily Mail Magazine: All full stops, semicolons, and
headlines were replaced with a colorful dot evoking the brand promise.
もう届かないところ（英語では「黒い点」とも言う）、ありません
eir。可能にしよう…
アイルランドのコミュニケーションブランド eir による新商品 WiFi Calling のキャンペー
ン広告。WiFi につながらない箇所をなくすという商品であるため、デイリーメール誌内
の全ての黒い点が削除されることに。ピリオド、セミコロン、ヘッドラインなどの黒点
は、全てブランドの約束を思い起こさせるカラフルな点に変えて印刷された。

P88-89

<サービス>

Billy’s Corner

- A place for guys to sit around and do nothing since 2015
- Where tire rotation meets keg rotation
- The one place where aficionados of both beer & oil come together
Campaign for Billy’s Corner, an old-school neighborhood service station in West
Nashville, Tennessee, offering bumper-to-bumper car service as well as craft beer,
breakfast, lunch, and more.
- 2015 年より、男たちが集い何もしない場所
- タイヤを転がすことと、ビール樽を転がすことが一挙に行われる場所
- ビール愛好家とガソリン愛好家が集う場所

テネシー州ウェスト・ナッシュビルにある、古き良きスタイルのガソリンスタンド
Billy’s Corner のキャンペーン広告。絶え間ないカーサービスに加え、クラフトビールや
朝食、昼食などの提供も行っている

P90

<社会＆環境>

The Salvation Army

- 235,000 Canadians experience being homeless each year.
- 1 in 8 Canadian households struggle to put food on the table.
- 1 in 5 Canadian childrenare living in poverty.
CANADA. Where poverty isn’t always easy to see
The Salvation Army feeds, clothes and supports millions of Canadians in need. Let’s
make Canada better for all. Please donate at SalvationArmy.ca
- 毎年 235,000 人のカナダ人がホームレスを経験している
- 8 人に 1 人の家庭が、食べることに困っている
- 5 人に 1 人の子供が、貧困家庭に暮らしている
カナダ。貧困がいつも目に見えるとは限らない場所
Salvation Army は、困っている数百万のカナダ人に食事や衣服、サポートを提供しています。み
んなのために、カナダをもっとよくしていきましょう。SalvationArmy.ca から寄付を

P91

<社会＆環境>

The Amanda Foundation

- You have my word. I won’t sell your cat on Ebay. I won’t deny that I’ve done it before,
but I am a different dog now.
- Don’t expect me to pay the rent. But I’ll gladly be your floor cleaner.
- Forget pickup lines. You won’t need them with me by your side. Let me be the best
wingman you’ll ever have.
- Don’t worry, I walk around naked too. We’ll never be out of fashion.
Poster campaign designed to increase the number of dogs adopted from the Amanda
Foundation.

Error!
Reference source not found.
- 誓うぜ。お前の猫をオークションで売らないって。まあ前にやったことがあるってのは否定し
ないけど、俺は今や生まれ変わったんだ
- 家賃の支払いは期待しないでよ。部屋の掃除機には喜んでなってあげるけど
- 口説き文句なんか忘れちまえ。俺がそばにいりゃあ、そんなもん必要ないから。お前さんの相
手を見つけてやる最高の助手になってやるよ
- 心配しないで、私も裸でうろつくし。永遠に流行から外れないんだ
Amanda Foundation から養子に出る犬の数を増加させるために制作されたポスターキャンペー
ン広告

P92

<社会＆環境>

Cyprus Red Cross

Some wars you never hear about.Donate now.
Campaign sponsored by the Cyprus Red Cross referencing Picasso’s Guernica.
あなたが聞いたことのない戦争の数々。いますぐ寄付を
ピカソのゲルニカをヒントにした、Cyprus Red Cross が後援するキャンペーン広告

P93

<社会＆環境>

Disque Denuncia

The most powerful weapon against crime. Your call.
Campaign for Disque Denúncia, a call center in Fabio dedicated to preventing violence
by gathering information through phone calls.
犯罪に対する最強の武器とは。あなたの電話です
電話で情報を集めて暴力を阻止することに尽力する、ファビオにあるコールセンター
Disque Denúncia のキャンペーン広告

P94-95

<社会＆環境>

Lionsgate

Jigsaw Halloween Blood Drive. All types welcome. Jigsaw in theaters. October 27.
To coincide with the upcoming release of the eighth film – Jigsaw – in the Saw horror
franchise, entertainment company Lionsgate ran a blood drive protesting against
restrictive rules regarding LGBT blood donors in the US.
「ジグソー」ハロウィン献血イベント。全ての血液型を歓迎します。「ジグソー」は
10 月 27 日より公開
「ソー」ホラー映画シリーズ第 8 弾「ジグソー」の公開に合わせ、エンターテイメント

企業 Lionsgateg が、アメリカ国内における LGBT 献血者を制限するルールに反対し、
献血運動を実施した。

P96-97

<社会＆環境>

CALM

So, good-bye so long. Seems we’ve almost done. It’s time to move along. It’s the end of
the line. Time’s up. And it’s too late to clean up and everything’s used up. Gone away
This is a real suicide letter. If you find it hard to read, imagine how hard it was to write.
Every 2 hours a man in the UK takes his own life. But it doesn’t have to be this way.
Ronnie is alive today. He found that life is always worth living. CALM is dedicated to
preventing male suicide. For more information visit thecalmzone.net
Campaign sponsored by CALM (The Campaign Against Living Miserably) featuring real
suicide notes from men who survived.
「じゃあ、永遠にお別れだ。もうそろそろ終わりだよ。動き出す時がきた。これでおし
まい。時間になった。整理しようにももう遅いし、全部使い切っちまったんだ。なく
なった」
これは本物の自殺の手紙である。読みづらいと感じたなら、書いた本人がどれほど辛
かったかを想像してみてほしい
２時間毎に、英国では男性が自殺している。でも、こういうやり方である必要はないは
ずだ。ロニーは今日、生きている。彼は人生がいつだって生きるに値することに気づい
たのだから。CALM は男性の自殺防止に努めている。詳細は thecalmzone.net まで
自殺から生き延びた男性らの本物の自殺メモを採用した、CALM（惨めな生活に立ち向
かう運動、の略）が支援するキャンペーン広告
P98

<社会＆環境>

Fudena

Campaign sponsored by the Venezuelan environmental organization Fudena.
ベネズエラの環境団体 Fudena が後援するキャンペーン広告
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P99

<社会＆環境>

miraclefeet.org

Illiteracy one more way clubfoot twists a child’s future.
Clubfoot is a birth defect that steals more than just the ability to walk. It can rob children
of a normal life. You can help give it back to them. Donate today at miraclefeet.org.
内反尖足は読み書きができないことも引き起こし、子供の未来を捻じ曲げるのです
内反尖足とは、歩行だけでなくさらに多くのものを奪う出生異常です。子供達の普通の
生活を奪うものなのです。それを取り戻すために力を貸してください。miraclefeet.org か
ら寄付をお願いします

P100-101

<社会＆環境>

Fé Menina

- It was ages ago. We had an argument and he punched me.
- It was a slip. He only hit me once.
- It’s in the past. He only hits me if he’s had too much to drink.
Strapline: Violence leaves traces that never fade.
Campaign sponsored by Fé Menina cosmetics.
- 大昔のこと。私たちは喧嘩をして、彼が私を殴ったの
- あれは誤ったのよ。彼は一度だけ私を殴ったの
- それは過去のこと。飲みすぎた時だけ、彼は私を殴ったの
キャッチコピー：暴力は、決して消えない傷を残す
Fé Menina 化粧品が後援するキャンペーン広告

P101 下

<社会＆環境>

Beyond Retro

Recycling of clothes. And organs.
85% of all Swedes want to donate their organs. But only 15% are registered donors. We
want to make it easier to become one. Together with MOD – Mer organdonation – our
price tags now double as Organ Donor Cards. Fill it out, keep it in your wallet and you’re
a valid organ donor. Because we believe in recycling. And that it can save lives.
Campaign sponsored by vintage clothing retailer Beyond Retro.
服の再利用。臓器も再利用

85%のスウェーデン人は、臓器提供を望んでいます。しかしわずか 15%しかドナー登録
を行っていません。提供者になる方法を、我々はもっと簡単にしたいと考えているので
す。そこで MOD と組み、我々の商品タグは、これから臓器提供カードとセットになり
ます。カードに記入し、財布の中に入れておけば、あなたは正式な提供者となることが
できます。我々は、再利用を信じているから。そしてそれは数々の命を救うから。
ヴィンテージ衣類小売 Beyond Retro が後援するキャンペーン広告

P102

<社会＆環境>

Imunidade Vacinas

Standing water can kill you.
Campaign sponsored by Imunidade Vacinas highlighting the need for vaccination
against dengue.
濁った水は、あなたの命を奪う可能性がある
デング熱に対する予防接種の必要性を唱える、Imunidade Vacinas 後援のキャンペーン
広告

P103

<社会＆環境>

Swedish Armed Forces

We are prepared to go all the way. Your right to live the way you want with whoever you
want – is our duty to defend. And we will do whatever it takes. Read more about how we
protect freedom and our right to choose the way we live at forsvarsmakten.se
我々は全力を尽くすつもりだ。一緒にいたい相手と、思い通りの暮らしをするというあ
なたの権利 — それを守るのが我々の責務である。そのためにはできる限りのことを
する。人々の自由と生き方を選ぶ権利を、我々がどのように守っているのか、詳細は
forsvarsmakten.se まで

P104-105

<社会＆環境>

La Cimade

- In 2024 athletes will swim to win. Every day refugees swim to live.
- In 2024 athletes will fight to win. Every day refugees fight to live.
- In 2024 athletes will run to win. Every day refugees run to live.
- In 2024 athletes will row to win. Every day refugees row to live.
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#LivingIsWinning
Campaign sponsored by the French refugee assistance organization La Cimade in
response to the recent announcement that Paris is to host the 2024 Summer Olympics.
- 2024 年、アスリートは勝つために泳ぐ。毎日、難民は生きるために泳いでいる
- 2024 年、アスリートは勝つために戦う。毎日、難民は生きるために戦っている
- 2024 年、アスリートは勝つために走る。毎日、難民は生きるために走っている
- 2024 年、アスリートは勝つために漕ぐ。毎日、難民は生きるために漕いでいる
#生きることは勝つこと
パリが 2024 年夏季五輪を開催するという最近の発表を受けて、フランスの難民支援組織 La
Cimade が後援を務めたキャンペーン広告

P106

<社会＆環境>

UNINASSAU University

Bullying pushes people away. There are only two sides:the bully and the bullied. What
side are you on?
Campaign sponsored by Brazil’s UNINASSAU University designed to promote
awareness of the issue of bullying and cyberbullying.
いじめは人々を遠ざける。いじめには二つの側しかない。いじめる方と、いじめられる
方。あなたはどちら側？
いじめ及びネットいじめの問題に対する認知を呼びかけるために作成された、ブラジル
の UNINASSAU 大学後援のキャンペーン広告

P107

<社会＆環境>

CALM

＃Don’t bottle it up
Mineral water infused with a Chris Hughes tear. Different images, initially released oneby-one as teasers, from the #Don’tBottleItUp campaign sponsored, by the male suicide
prevention charity CALM in collaboration with fashion brand Topman. To encourage
men not to keep their emotions bottled up inside, a mineral water was mixed with the
tears of UK celebrity Chris Hughes and marketed as limited edition “L’Eau de Chris”
water bottles.
#貯めてはいけない
クリス・ヒューズの涙入りミネラルウォーター
元々一枚ずつ予告イメージとして発表された様々な画像は、ファッションブランドの
Topman と男性の自殺防止に尽力する慈善団体 CALM が組んで後援を務めた「#貯めて
はいけない」キャンペーンの広告である。感情を心の中に溜めないようにと男性に呼び

かける試みとして、英国人セレブであるクリス・ヒューズの涙が入ったミネラルウォー
ターが、「L’Eau de Chris」ウォーターボトルとして限定販売された。

P108

<社会＆環境>

Safe At Home

Once they see it, it stays with them.
Children who witness domestic violence are more likely to become victims or abusers as
adults. Join us in ending this terrible cycle. Learn more or donate at joetorre.org
一度目撃してしまうと、それは頭にこびりつく
家庭内暴力を目撃した子供たちは、大人になってから被害者もしくは被疑者になる可能
性が一層高くなる。この負の連鎖を終結させるために協力してください。詳細または寄
付は joetorre.org まで
P109

<社会＆環境>

- Float for your life.

RNLI
- Extend your arms, legs and life expectancy

If you fall into water, fight your instinct to swim until the cold water shock passes.
Float to live
Campaign sponsored by the Royal National Lifeboat Institution (RNLI), whose fleet is
based at stations around the UK and Ireland.
- 命のために浮いてください

- 両手両足、余命を広げて

もしも水中に落ちた場合は、冷水の衝撃が抜けるまで、泳ごうとする本能を抑えてくだ
さい
生きるために浮こう
英国及びアイルランドの各地域に船隊を保有する Royal National Lifeboat Institution
(RNLI)が後援を務めるキャンペーン広告

P110

<社会＆環境>

AIDES

Use fashion to fight HIV
Campaign sponsored by French NGO AIDES fora fashion charity sale.
HIV と闘うために、ファッションを利用しよう
フランスの NGO、AIDES が後援を務めるファッションチャリティーセールのための
キャンペーン広告
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P111

<旅行＆レジャー>

Copastur

- He fired a hundred employees just before Christmas because the world’s financial
crisis had taken its toll and during periods like these sacrifices must be made to comply
with the aggressive goals set by the global team led by him.
- She became vice-president after convincing the bank’s board that the organization had
much to profit from choosing her for the position instead of her lovely but emotionally
unstable friend and since then her ambition has driven the mortgage collection
department.
Strapline: You seem awesome when you’re travelling.
Campaign for corporate travel agency Copastur.

- 彼はクリスマス直前に 100 人の従業員を解雇した。なぜなら世界の経済危機が大損失
をもたらしたし、こういうご時世には、彼が率いるグローバルチームが定めた果敢な目
標に見合うべく、それなりの犠牲を払わなくちゃならないからだ
- 彼女は、愛らしくも感情的に不安定な自分の友達より、自分が役職に就いた方が組織
の利益になると銀行の役員会で説得した後、副社長になった。以降、彼女の野望が住宅
ローン課をたきつけている
キャッチコピー：旅行中のあなたは、素敵に見えますよ
法人旅行代理店 Copastur のキャンペーン広告

P112-113

<旅行＆レジャー>

Danmarks Lufthavne

- There’s just a small piece of sky between the meeting and the grand premiere
- There’s just a small piece of sky between best friends
- There’s just a small piece of sky between a latte and grandma’s coffee
Campaign for Danish airport network Danmarks Lufthavne, showing that Denmark is
such a small country your loved ones can always be easily reached by plane.
- 会議と初演の間には、ほんのちょっと雲があるだけ
- 親友との間には、ほんのちょっと雲があるだけ
- ラテと祖母のコーヒーとの間には、ほんのちょっと雲があるだけ

デンマークの空港ネットワーク Danmarks Lufthavne のキャンペーン広告。デンマーク
は小さな国だから、飛行機に乗れば愛する人にもいつだって簡単に会いに行けると表現
している

P113 下

<旅行＆レジャー>

Snowbird

Too advanced: I’ve heard Snowbird is a tough mountain, but this is ridiculous. It felt like
every trail was a steep chute or littered with tree wells. How is anyone supposed to ride
in that? Not fun! – Greg, Los Angeles, CA.
Ad for the ski resort Snowbird, which is known for its challenging terrain. Addressing its
target audience of (hard)core skiers, it takes a quote from a one-star review of the resort,
thus positioning it as one of the most unforgiving – and hence rewarding – peaks in
Utah.

「上級者向けすぎる」— Snowbird は一筋縄じゃいかない山だと聞いてたけど、これは
ひどいね。どの道も急勾配か、木の周りの溶けた雪で覆われてんだもん。そこをどう
やって滑れっていうんだよ？つまんねえ！ —グレッグ、カリフォルニア州ロサンゼル
ス
困難な地形で知られているスキーリゾート、Snowbird の広告。（ハード）コアなス
キーヤーを対象にするべく、ユタ州一許しがたい – 見方を変えればやりがいのある – 山
だと位置付けた、一つ星のレビューを引用している。

P116 上

<学生コンテスト>

Crayola

Soluble Scribbles.
Ad for washable crayons.
水溶性の落書き
水で落ちるクレヨンの広告

P116 下

<学生コンテスト>

Oliver’s

Princess can’t see the color of her dog house
The token of love your dog understands.

Error!
Reference source not found.
Ad for a brand of dog food.
「プリンセス」自身は自分の犬小屋の色が見えません
あなたの飼い犬が理解してくれる愛の証
ドッグフードブランドの広告

P117 上

<学生コンテスト>

Clearasil

Wow, you are so pretty. Can I get your number?
Oh my god, if only his skin were more clear…
Ad for Clearasil brand skin care products inspired by Roy Lichtenstein.
うわ、君ってカワイイね。番号教えてくれる？
オーマイゴッド、この人、肌がもっとキレイだったらいいのに…
ロイ・リキテンスタインに影響を受けた、Clearasil スキンケア製品の広告
P117 左下

<学生コンテスト>

Penguin

Details made obvious.
Ad for Penguin audiobooks.
ディテールからはっきり見て取れる
Penguin オーディオブックの広告

P117 右下

<学生コンテスト>

Ricoffy

So if you’re new to coffee and you find it too strong, try Ricoffy. It might just be your cup
of tea.
Ad for a mild flavoured coffee.
だから、もしあなたがコーヒー初心者で、刺激が強すぎると思ったなら、Ricoffy を試し
てみて。あなたの口に合うかもしれないから
マイルドな味わいのコーヒーの広告

The work featured in this spread has been nominated for the Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2017.

This is an annual award whose winner is chosen by our readers.
more at www.luerzersarchive.com

Find out

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

ノミ

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

P118-119 <クラシック>
On this double page you can see ads by German agency Kolle Rebbe,
founder and CEO, Stefan Kolle, passed away aged just 55, in September.

whose co-

ここでは、ドイツの代理店 Kolle Rebbe 共同設立者兼 CEO であり、9 月に 55 歳で死去
した Stefan Kolle の作品をご紹介します。

P118 上

<クラシック>

Chakalaka

Discover Africa’s spiciest secret.
Ad (2011) for Crispers Chakalaka brand crisps.
アフリカのとびきりピリッとした秘密を発見しよう
Chakalaka チップスの広告（2011 年）

P118 下

<クラシック>

Misereor

War leaves many scars.
War orphans need your help to live in peace.
A 2007 adfor Misereor, a development aid and self-help organization. Winner of a rare
Black Pencil at the 2007 D&AD Awards.
戦争は数多くの傷を残す
平和に暮らすために、戦争孤児があなたの助けを必要としています
発展助成および自助のための組織 Misereor による 2007 年の広告。2007 年度 D&D ア
ワードにおいて、貴重なブラックペンシル賞を受賞。

Error!
Reference source not found.
P119 上

<クラシック>

Apollinaris

The human body consists of 60% water. What kind of water is for you to decide.
Strapline: Apollinaris. The queen of tablewaters.
Ad first published in 1998.
人間の体の 60%は水でできている。それがどんな水であるかは、あなたが決めること
キャッチコピー：Apollinaris。家庭用浄水の女王
1998 年の広告

P119 下

<クラシック>

ZDF

Erotic movies without any commercial breaks.
Poster (2008) for a series of movies airing on German TV channel ZDF.
コマーシャル無しでエロティック映画を
ドイツのテレビチャンネル ZDF による映画シリーズのためのポスター広告（2008 年）。

LÜRZER’S ARCHIVE 06/17 : Film & TV Commercials
P122
<オーディオ＆ビデオ>
1

Samsung

“I Love You”

The new Galaxy Note 8 with live messaging enables users to give a more personal touch to what
they write by scribbling or doodling over the images they send – as illustrated here by this young
couple whose budding romance is obviously being helped along by this fun feature.

ライブメッセージ機能付きの新型 Galaxy Note 8 によって、ユーザーは自分が送る画像
に文字や絵を描いてさらに自分らしさを付け加えることができる。ここに登場する若い
カップルもまた、そんな楽しい機能のおかげで芽生え始めの恋が前進している。
<自動車>
2

Volkswagen

“Nothing”

A phenomenon often considered to be inferior in everyday life, “nothing” can also be a very
powerful force – remaining silent, for example, or starting from a blank screen. And, when driving,
nothing means the absence of accidents or other problems, making is very desirable indeed. The
various VW Assist features therefore help to ensure that nothing really does happen.

日々の生活では劣っているとみなされることもある「何も起きない、無」という現象だ
が、それは例えば、静かな状態が続くとか、真っ暗な画面から始まるというように、非

常に強力にもなり得るのだ。それに運転においては、「何も起きない」というのは事故
やその他の問題が発生しないことを意味するのだから、非常に手に入れたい要素ではな
いだろうか。だからこそさまざまな VW アシスト機能は、「何も起きない」を確実に起
こすために力を尽くしているのだ。
<自動車>
3

Audi

“Clowns”

We watch as an Audi driver successfully evades all sorts of close encounters with clowns while
out on the road, be these clowns in vans, buses, or on motorbikes. At the end of the spot,
however, there is one thing that needs to be clarified: there was actually no driver at the wheel of
this self-driving car itself. Pay-off: Audi technology. Clown proof.

Audi の運転手は、バンやバス、バイクなどに乗って道路を走るピエロ達とのあらゆる接
触を巧みに避ける。しかし作品の最後になって明かされる事実。それは、このセルフド
ライブ方式の車に、運転手は乗っていなかったということ。
キャッチコピー：Audi の技術。ピエロにも負けない。

<自動車>
4 Volkswagen

“Generations”

Somewhat reluctantly, a man lets himself be talked into going on a road trip with his rather
cantankerous father in the latter’s old VW Beetle convertible. Out on the road together, they
experience some very intense emotional ups and downs. As the journey continues, however, the
passenger seat is suddenly empty and we gradually realize that the father recently passed away
– and that the son is making this trip alone to relive those memories. And, now, it’s the turn of his
own young boy to ride in this car so rich in memories.

どこか渋々といった様子で、息子は気難しい父親と、彼の古い VW Beetle オープンカー
でロードトリップに出ることに了承する。ともに道路を走りながら、2 人は激しい感情
の浮き沈みを経験する。しかし旅が進むにつれて、助手席は突然空席になり、実は父親
は最近亡くなったばかりで、息子が思い出を蘇らせようと 1 人でロードトリップに出て
いることがわかってくる。そして今、この思い出が詰まった車に乗るのは、彼の息子の
番だ。
<自動車>
5 Skoda

“What Is The Škoda Logo? ”

At night in the Skoda Museum, two miniaturized human figures symbolizing the marque’s
founders take advantage of the opportunity to get up to a little mischief while also whisking us off
on a journey through time, in the course of which the magic of the Skoda logo is revealed. Yet the
adventure comes to an abrupt halt when the previously dozing security guard discovers them

Error!
Reference source not found.
racing each other across the museum floor.

夜の Skoda 博物館にて、同ブランドの創業者を象徴する 2 体のミニチュアフィギュアが
ここぞとばかりにちょっとしたいたずらを仕掛け、Skoda ロゴの魔法を明かしながら、
我々を時空の旅へと誘う。しかし、居眠りしていた警備員によって、2 人が博物館のフ
ロアでレースを繰り広げているのを見られてしまい、事態は突然終わりを迎える。
<自動車>
6 Mitsubishi

“Evolved Beings”

The latest wacky commercial from Mitsubishi is somewhat reminiscent of science fiction movie
“Arrival.” A scientist manages to enter into contact with an alien species, with there even being
talk on the part of the aliens of technology transfer. But what do they want him to trade them in
return? His car? No way!

奇抜な Mitsubishi コマーシャルの最新作は、どこか SF 映画「メッセージ」を彷彿とさ
せる。とある科学者がエイリアンとなんとかコンタクトを取ることにこぎつけ、その上
エイリアン側の技術を譲渡する話にまで発展する。しかし、彼らが見返りとして求めて
いるものって？彼の車？それは無理な話だ！

P123
<銀行、保険>
7 SMK Health Insurance By Fit

“Thank You Thailand”

The Thai population needs a high frustration threshold to get through a day using the country’s
notoriously unreliable public transportation and infrastructure system. Rather than despairing the
protagonists in this commercial see it as a challenge to which they rise heroically by using it as a
means of keeping fit. Playing to 80s-style synth beats, this ironic spot advertises the benefits of
SMK Health Insurance: the fitter you are, the lower the fee.

頼りにならないことで悪名高い公共交通機関とインフラシステムのおかげで、1 日を乗
り切るのに大きなストレスに耐えなければならないタイの人々。しかし本作では、主人
公を落胆させるものとして乗り物を取り上げるのではなく、むしろ健康を保つための一
種の挑戦として捉えている。80 年代のシンセサイザービートにのって、この皮肉っぽ
い作品は SMK 健康保険の利点を宣伝している。曰く、「健康であればあるほど、費用
は少なくて済みます。」
<銀行、保険>
8 Farmer’s Insurance

“Revenge Of The Sycamores”

This commercial for the US insurance company comes in the guise of a scary disaster movie as
lightning flashes above a house, suggesting a storm is approaching, or is that light, perhaps,
coming from something that is not even of this earth...? Yet no matter: whatever the cause of the
damage, it will be covered by Farmers Insurance – and not only on Friday the 13th.

家の上で雷が光り、嵐が到来しているのか、はたまたその雷が地球ではないところから
襲来しているものなのか…？などと思わせつつ、ホラー映画風に仕立てられているアメ
リカの保険会社のコマーシャル。でもご安心を、何が破損の原因であれ、Farmers 保険
がカバーしますから — 13 日の金曜日以外に起きた場合でも。
<アルコール飲料>
9 Absolut Vodka

“One Night”

A rapid-fire introduction to how the “mother of all ideas” evolved. Playing to the Boney M. classic
“Sunny,” the fast-paced spot draws us into a mass of colorful images depicting significant
historical events from the mists of time through to more recent decades, culminating in a very
ordinary evening on which friends go out together to enjoy some Absolut vodka. Their mission?
To “take it from here” by creating a better tomorrow.

「全ての思考の源」がどのように進化していったのかが、矢継ぎ早に紹介される。
Boney M.の名曲「サニー」にのせて、展開の早い映像が、流れる歳月の中において重要
な歴史上の出来事をカラフルなイメージで流し、やがてとある夕方、友人らが集い
Absolut ウォッカを楽しむというごく普通の晩の様子で頂点を迎える。彼らの使命？そ
れはより良い明日を想像するために、「ここから出発する」ことだ。
<アルコール飲料>
10

Guinness

“Compton Cowboys”

Compton, a suburb of L.A., has long been known for its gang violence, corruption, and street
crime. Yet the “Cowboys of Compton,” a group that includes former gangsters and convicts, now
ride the neighborhood on horseback, many of their steeds having been rescued from glue
factories or other such fates. Yet whether they rescued the horses, or whether they themselves
were rescued by the “life-changing experience” of owning a horse, is ultimately immaterial. What
matters is that they have brought a sense of calm to Compton, even cops and gangsters being
mesmerized by the sight of them riding by.

L.A.郊外のコンプトンは、ギャングの暴徒や腐敗、道端で起きる犯罪で長いこと知られ
ていた場所だ。しかし今は、元ギャングや犯罪者らを含むグループ「コンプトンのカウ
ボーイ」が、にかわ工場やその他の悲運から助けられた馬に乗って街を巡っている。実
際のところ、彼らが馬を救ったのか、はたまた彼ら自身が馬を所有するという「人生を
変える経験」に救われたのかは重要ではない。大事なのは、彼らがコンプトンに静寂を
もたらし、警官やギャングでさえも馬に乗った彼らの姿に魅了されているということだ。
<アルコール飲料>
11

Tokyo Dry

“Welcome To The Other Side”

Error!
Reference source not found.
New Zealand beer brand Steinlager has decided to enlist Japanese brewing mastery in the
making of its latest creation, Tokyo Dry. To celebrate this, CGI and Motion Capture are used to
alternately transform award-winning hip-pop champs “The Bruddas” into bonsai, sumo, manga,
and other Japanese-inspired avatars.

ニュージーランドのビールブランド Steinlager は、最新商品トーキョー・ドライを作る
べく、日本の醸造技術を取り入れることにした。これを祝し、CGI やモーションキャプ
チャーを利用して、受賞歴のあるヒップホップ・チャンピオン「The Bruddas」を盆栽
や相撲、漫画、その他日本をモチーフにしたアバターへと変化させている。
<アルコール飲料>
12 The Absolut Company “#Thisisourhouse”
It was back in 1987 when Chuck Robert, borrowing from the Creation story in the Bible,
composed his founding words for house music: “Let there be House!” Decades later, they have
lost none of their relevance. On the contrary, in fact: in an age when discrimination has become
socially acceptable once again, the text written back then reminds us house is there for everyone.
A commercial for Absolut vodka that once again espouses the cause of equality. Pay-off: “On the
dance floor everyone is equal.”

チャック・ロバートが、聖書の一節を借りて「ハウスよ、あれ！」とハウスミュージッ
ク創設の言葉を生み出したのは、1987 年のこと。あれから数十年、ハウスはその精神
を何も失っていない。逆に、一人一人が違うということが再び社会的に認められるよう
になって来て、当時の一節によって、ハウスはみんなのために存在するということが思
い起こされるようになった。人間の平等を再び支持する Absolut ウォッカのコマーシャ
ル。キャッチコピー：ダンスフロアでは、誰もが平等だ。
P124
<アルコール飲料>
13

Finlandia Vodka

“Fin & Tonic”

The stroke of midnight in Finland yet the midnight sun means it is still virtually broad daylight. As
if in another world, the country’s mysterious forests, its wondrous plants and flowers, respond
accordingly by suddenly coming to life. Pay-off: Taste the flavour of the midnight sun.

フィンランドにおいて、真夜中の時刻に真夜中の太陽が昇っているということ、それは
つまりいまだに真昼であることを意味する。まるで別世界にいるかのように、国の摩訶
不思議な森や、そこにある驚異の植物や花たちが、白夜に反応して突如目覚め始める。
キャッチコピー：「真夜中の太陽の味を召し上がれ。
<ノンアルコール飲料>
14

Brooke Bond

“Tea Cups”

Surely our views are not so far apart that we are unable to come together over a cup of tea ...?
Thus the message from Brooke Bond in this commercial in which Jews and Palestinians, a North
Korean soldier and an American service- woman sit in revolving teacups circling on a kind of
fairground carousel, initially facing one another very frostily. As the journey continues, however,
the mood visibly lightens. Pay-off: “We should all share a cup of tea sometime.”

視聴者の方々は、一杯の紅茶を飲みながら和解ができないほど隔たりのある関係ではな
いでしょうけど…？そこで Brooke Bond のコマーシャルがメッセージを放つ。本作では
ユダヤ人とパレスチナ人、北朝鮮の兵士とアメリカの女性部隊員らが、互いに凍るよう
な表情を向けたまま、回転木馬のようにぐるぐる回るティーカップに乗っている。しか
し時間が経つにつれて、雰囲気は明らかに和らいでいくのだった。キャッチコピー：
「誰もが時にはお茶の時間を持つべきなのだ。」
<化粧品>
15

ÂGE D’OR

“Hair Way, Reborn Way”

A woman lovingly massages the scalp of a still youngish but bald-headed Asian man,
subsequently applying ÂGE D’OR conditioner. As if out of nowhere, a clump of hair suddenly –
and miraculously – sprouts from his scalp, exceeding even his own expectations.

若くも禿げているアジア人男性に、女性が優しく頭皮マッサージを施し、やがて ÂGE
D’OR のコンディショナーをつけてやる。するとどこからともなく、突然不思議なこと
に髪の毛が頭皮から生えて来て、男性自身の期待値をも超える成果を上げるのだった。

<化粧品>
16-17

Clear

“Bridezilla,” “Bullish Boss”

A vivid illustration of how dandruff can be caused by stress is provided in this spot for Clear antidandruff shampoo. In black-and-white commercials, first a bride and then a “bullish” boss get so
mad they almost explode with anger, finally smashing down phone and oral spray in sheer
frustration. They subsequently shrink to become miniaturized figures, discernible only as white
specks on dark hair.

ストレスによってふけが生じる仕組みを鮮やかに描いた Clear ふけ防止シャンプーの作
品。白黒の本作では、まず花嫁が、そして「いじめ体質の」上司が怒りで爆発するほど
憤り、ストレスのあまり電話と口臭スプレーを投げつけて破壊する。すると彼らはミニ
チュアサイズへと縮んでいき、黒い髪に付着したごく小さなシミへと変わる。
<化粧品>
18

Walgreens Boots Alliance

“Ready For Anything”

Error!
Reference source not found.
We “see” Olympic medal-winner Monica Aksamit doing what she does best – fencing – in a location as dramatic as the music to which the spot plays. The same precision and sense of focus she
displays when wielding a saber is – as we see from intercut shots (that never, however, show her
full face) – evident in the way she applies her make-up and lipstick. So could it in fact be that the
make-up helps to make her even better at her sport ...? A commercial for the No7 line from
Walgreens Boots Alliance.

BGM と同じくらいドラマチックな場所にて、五輪メダリストであるモニカ・アクサ
ミットが、自身が最も得意とすること — フェンシング — に取り組む姿が見える。そん
な風にサーベルを巧みに操る時と同じ緻密さと集中力を発揮するのが — 所々で挿入さ
れる映像を見ての通り（ただし、顔全体は映し出されない）— 彼女がメイクを施して
いる時だ。ということは、メイクを施すことが、スポーツでもより良い力を発揮するの
に役立っているということだろうか…？Walgreens Boots Alliance による No7 シリーズ
コスメのコマーシャル。
<化粧品>
19-20

Shiseido
“On The Road With Jenny Choi”,
“On The Road With Irie And Julian”

In one spot, we are on the trail of Jenny Choi, a stylist from Vancouver as she – in scenes
somewhat reminiscent of Scarlett Johansson in “Lost in Translation” – walks alone through the
streets of Tokyo. In the second, we enjoy a day in Paris through the eyes of filmmaker Julian
Klincewicz and his girlfriend. Always with them: Shiseido. Pay-off: All things beautiful come from
nature.

1 作目では、バンクーバー出身のスタイリストであるジェニー・チョイが、「ロスト・
イン・トランスレーション」のスカーレット・ヨハンソンを思わせる姿で東京の街を一
人闊歩する姿を追う。2 作目では、映像作家ジュリアン・クリンスウィックスと彼の
ガールフレンドの視点で、パリの 1 日を楽しむ。彼らといつも共にあるのが、資生堂。
キャッチコピー：美しさは本質から現れるもの。
P125
<化粧品
21

Radox

“It’s Just Fashion”

A model out on the runway stands out from all the others by dancing rather than simply
sashaying along the catwalk the way one is supposed to do. When she also begins to pull funny
faces, licks the other models, and starts to shriek, it is evident there must have been something
very special to get her in this boisterous mood. Might it have been Radox shower gel?

一人のモデルが、ランウェイ上をただ闊歩するという通常のやり方ではなく、舞台上で
踊り始めたために周囲から目を引く。彼女はさらに面白い表情をしてみたり、他のモデ
ルたちを舐めてみたり、叫び出したりするものだから、いよいよそんな羽目を外す気分
にさせるものがあるのではないかということが明らかになってくる。それってもしかし
て、Radox のシャワージェル？

<ファッション>
22

Diesel

“Go With The Flaw”

Diesel speaking out on behalf of people who are proud of their own individual flaws and quirks.
We look over the shoulder of a man pasting together scenes from a movie (“Go With The Flaw”)
and are subsequently shown details of these scenes, each depicting some very colorful
individuals whose unorthodox behavior defies categorization, allowing them to spontaneously
yield to their feelings. Appropriately, the film plays to the soundtrack of Edith Piaf’s “Non, je ne
regrette rien.”

自分の欠点や変わっている部分について誇りを抱く人々に代わり、Diesel が声を上げる。
ある男性が映画（「Go With The Flaw」）の場面をつなぎ合わせているのを、我々は肩
越しに覗き込む。どの場面も、自然に自分の感情に従って行動し、普通にとらわれない
振る舞いをして、型にはめられることに楯突く人々の生き生きした姿を表している。ま
さにぴったりと言える本作のサウンドトラックは、エディット・ピアフの「水に流し
て。」
<ファッション>
23 24Sèvres “Where Fashion Comes To Life”
Echoes of thirty years ago, when the movie Mannequin was released. As happened back then,
storefront dummies come to life at night in this impressively choreographed dance extravaganza
shot in a shopping mall and out on the streets of Paris. As day dawns, however, the dummies
freeze once again. 24 Sèvres is an online store selling “Parisian” designer fashions.

30 年前に世に出た映画「マネキン」を思い起こさせる作品。当時と同様に、店内のマ
ネキンが夜になると動き出し、パリのショッピングモールや街中を見事なダンスで舞い
踊る。しかし夜明けとともに、マネキンは再び動きを止めるのだった。24 Sèvres は
「パリジャン」のデザイナーズファッションを販売するオンラインストア。
<ファッション>
24

Nikki & The Dove x Nufferton “Coconut Kiss”

A woman with a sleep condition who has been in some kind of altercation with her boyfriend on
the phone finally – and exasperatedly – goes to sleep after seeing on Facebook that the boyfriend
has changed his status to “Single.” Her mutt now takes the helm, leading her a park where other
somnambulant dog-owners are gathered, including her boyfriend. Reality and fiction are
interwoven in these dreamy sequences before, finally, the woman wakes up the next morning – to
a photo of that guy staring out at her from the laptop.

眠る準備を整えた女性は、彼氏と電話で口論を続け、彼氏がフェイスブックのステータ
スを「独身」に変えたのを見て、ようやく疲労困憊で眠りにつく。すると彼女の犬が先
導し、彼氏を含む他の夢遊飼い主らが集う公園へと向かうことに。ドリーミーな場面で
現実と虚構が入り乱れ、とうとう彼女は翌朝目を覚ます — 目の前のノートパソコンに
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は、彼女を見つめる男性の写真が写っていた。
<ファッション>
25

Timberland “The Legend Continues With Nas | Vol. VII | Trumpet”

A colorfully animated commercial in which New York rapper Nas whisks us away on a journey
into his personal and musical past, revealing that the Timberland brand always figured fairly
prominently in his life.

カラフルなアニメーション作品。ニューヨーク出身のラッパー、ナズが、これまでの人
生と音楽的な歩みを振り返る旅へと誘う。彼の人生において、Timberland ブランドはい
つも目立つ位置にあったことがわかる。
<食品>
26

Heinz

“Geoff The Film”

An animated spot featuring little boffin Geoff, a freckly lad with ginger hair almost destined to
make him a “Heinz baked bean man,” who has been attempting since he was knee-high to
develop the right-sized beans can for every requirement. Beginning with a single serving, he goes
on – upon meeting a pretty blonde at the company – to develop a can for two, then “One For All”
as twins are born, finally culminating in the “Lil’ One” for a quick snack between meals as his kids
grow up and eating habits change.

「Heinz のベイクドビーン・マン」になるべくして生まれたかのような、赤毛でそばか
す持ちの小さな研究者、ジョフが主人公のアニメーション作品。ほんの幼い頃から、彼
はどんな用途にも使える適切なサイズの豆の缶詰を開発すべく試みて来た。1 人分から
始まって、途中で会社の可愛いブロンド娘に出会ったことから今度は 2 人分、次には双
子が生まれたことから「全員分」、やがて子供達が成長して食生活が変わったことから、
食事の合間に手軽に食べられるスナックとしての「ミニサイズ」を開発するに至る。
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<食品>
27-28

Tyrrells Crisps – Fabulously Curly

A pair of animated commercials in which we first see two “very important potatoes” being
transported to the factory like royals in a sedan- like contraption, while in another an elderly lady
gets herself a hairdo – complete with nesting squirrel – to act as model for the curl in Tyrrells
Crisps. Ads don’t get much wackier than this!

アニメーションスタイルの２作品。最初の作品では、2 つの「とても重要なジャガイ
モ」が椅子かごのような乗り物に乗って、王族のように工場へと運ばれていく。もう 1 作
では、老婦人が Tyrrells Crisps のカールモデルとして、ヘアセットをしてもらう — 髪

に巣作りをするリスも現れて完成だ。これほど奇抜な広告はないだろう！
<食品>
29

Sainsbury’s

“Whats For Dinner”

The way we communicate these days using out mobile can vary quite considerably, and yet there
are two things that would appear to be indispensable: texts and emoticons. And these are, of
course, also used when exchanging messages about what’s for dinner this evening – even if it
does take some of us a little longer to write back. Commercial for Sainsbury’s, which has all the
ingredients needed for that perfect supper.

近頃、人々が携帯で交わすやりとりというのはかなり多様だが、それでも万人に変わら
ず必須なものといえば、文字と絵文字である。これらは無論、今夜の夕食についてやり
とりする時にも使われるものだ — 返事をするのにちょっと時間がかかるにしても。完
璧な夕食に必要な材料が全て揃っている Sainsbury’s のコマーシャル。
<食品>
30-31

Snickers/Skittles

“Live Bait,” “Floor 9.5”

In one spot, the roles of angler and live bait are eerily reversed, while in another a woman finds
herself stuck between floors in an elevator only for the doors to later open on a man who keeps
saying: “I need your help.” (To mark Halloween, Fox and the Mars candy bar brands have joined
together to create four creepy “bite size” horror movies that run in their entirety during commercial
breaks.)

1 作目では、釣り人と生き餌の役割が不気味に転換し、2 作目では女性がエレベーター
の中でフロアとフロアの中間に閉じ込められ、やがて扉が開くとそこには「お前の助け
が必要だ」と繰り返す男の姿が。（ハロウィンを記念して、Fox と Mars キャンディ
バーブランドが協力し、持分のコマーシャル時間内に「サクッと観れる」４作の不気味
なホラー映画を制作した。）

<食品>
32-33

Gin No Sara “Closet”, “Mama”

A young girl wants to give her boyfriend a birthday surprise by hiding in the closet in her sexiest
lingerie. How awkward, therefore, to find that another woman who has had the same idea is
already inside. In the second commercial, some kids want to treat their father to a cake for his
birthday, only to have him surprise them by appearing in the company of a busty “new mother.”
Yet neither of these two events is calamitous enough to prevent the protagonists from getting
together with rival girlfriend or stepmother to indulge in some delicious home-delivered Gin No
Sara sushi.
若い女性が、最高にセクシーな下着姿で彼氏を誕生日に驚かせてあげようと、クローゼットに隠
れる。しかし、全く同じ考えを抱いた別の女性がすでに隠れているのを見つけて、気まずい空気
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になる。2 作目では、子供達が父親にバースデーケーキをあげようとするも、巨乳の「新しいお
母さん」を連れてこられて逆に父親に驚かされてしまう。しかし、こんな悲劇があったところで、
主人公たちがライバルの彼女なり義母なりと共に、「銀のさら」の出前寿司を楽しまないわけに
はいかないのだ。

<食品>
34

Marmite

“Marmite Gene Project”

Marmite teams up with scientists working at a genetics company to determine whether people are
actually born either liking or hating Marmite by using a simple saliva cheek swab. In hilarious but
deadpan fashion, Marmite reports on the test’s findings – one of which is the insight that Marmite
lovers and haters can “coexist in the same family” – and subsequently invites viewers to order the
special test kit it has developed.
Marmite が遺伝子企業に務める化学者らと組んで、人々の Marmite に対する嗜好は生まれつきな
のかどうか、頬の唾液をサンプルとして摘出し調べることにした。笑える話しながら真面目く
さった様相で描かれる本作にて、Marmite は試験結果を報告する。うち一つは、Marmite が好き
な人と嫌悪する人は、「同じ家庭内に共存することができる」というものであった。さらに、開
発された特別な試験キットをご家庭で使ってみてはと視聴者にオススメする。

<ハウス＆ガーデン>
35

Thermos

“Intense Temperatures”

Japanese men and women at work in a variety of professions, making everything from natural
salt through to chili seasoning and charcoal, carefully performing their tasks despite having to toil
in either biting cold or searing heat. When it is time to take a break from their labors, they enjoy
some well-deserved sustenance in the shape of soup or beverages, each protected from either
the heat or cold inside a Thermos flask.
さまざまな職種に就いて働く日本の男女。天然塩からチリシーズニング、炭に至るまで、凍える
ほどの寒さや焼けるほどの暑さに耐えなければならないにも関わらず、皆注意深く自分の仕事を
こなしている。作業の合間の休息時間を迎えると、彼らは Thermos の容器に入って温かさや冷
たさが保たれているスープや飲料といった栄養を補給するのだった。
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<その他>
36

Folkoperan

“An Opera Made Of Orgasms”

Orgasms and opera would not, at first sight, appear to have too much in common. Yet as we
watch people climaxing to sounds suggestive of a veritable “ear-gasm,” the connection to a singer
fervently performing Turandot no longer seems so farfetched. A commercial for performances
staged at Sweden’s Folkoperan.

オーガズムとオペラは、一見すると特に共通点がないように思える。しかし、人々が真

の「イヤーガズム（耳に「オーガズム」をもたらす、それくらい快感な音）」を思わせ
る音にのって絶頂を迎えるのを目にすると、トゥーランドットを熱心に演じる歌い手と
のつながりも、そう遠くないように思えてくるものだ。スウェーデンの Folkoperan で
上演される舞台のコマーシャル。
<その他>
37

The National Lottery

“Let’s Not Be Blunt”

James Blunt unveils his latest technology project, in which he plans to reach out to “ordinary
people” by having a hologram of himself projected onto their bathroom, rear-view and makeup
mirrors so that he can tell them every day how beautiful they – probably – are (“You’re Beautiful”
being the name of Blunt’s chart hit). Unsurprisingly, perhaps, this idea does not go down very well
with most people. To help others – rather than the intrusive Blunt – become a millionaire, National
Lottery therefore calls on people everywhere to go for that big lotto win. Pay-off: Please don’t let it
be him.

ジェームス・ブラントが、最新の技術を用いたプロジェクトを披露する。それは、浴室
やバックミラー、鏡台に映し出される自身のホログラムを用いて、「普通の人々」に接
し、彼らがいかに — 多分 — 美しいかを毎日伝えてあげる、というもの（ジェームスの
ヒット曲は「ユー・アー・ビューティフル」）。まあ想像がつくが、ほとんどの人々に、
このアイデアは歓迎されないものとなる。煩わしいブラント氏よりも、人々が億万長者
になることを手助けするべく、National Lottery は大当たりを狙えと人々に呼びかけるの
であった。キャッチコピー：彼に任せておくな。
<その他>
38

Squarespace

“Who Is JohnMalkovich.com?”

Actor John Malkovich is furious to discover that domain name JohnMalkovich.com has already
been snapped up by an angler of the same name and expresses his anger very vociferously. A
reminder from domain name register Squarespace that domains need to be registered before it’s
too late to do so.

俳優のジョン・マルコヴィッチは、ジョンマルコヴィッチ.com というドメインが、す
でに同名の釣り人によって使われていることに対し、大騒ぎで怒りをあらわにする。遅
くなる前に、ドメインはまず登録が必要ですよ、というドメイン名登録 Squarespace か
らの通告作品。
<オフィス用品>
39

HP

“Little Moments”

For all her snubs and pubescently dismissive behavior, a father always stands by his daughter
and secretly indulges in bouts of reliving past moments spent with her though photographic
records as captured on snaps printed out on the HP Sprocket.

娘による冷遇と思春期らしい否定的な振る舞いのために、父親はいつもなすすべがなく、
HP Sprocket で印刷した写真に残された、かつての娘との思い出を回想することにそっ
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と耽るのだった。
<ペットフード>
40

Dreamies

“Best Friends”

A somewhat one-sided friendship, perhaps, yet a cat and a baby chick could not be any closer
than this. They spend every moment of the day together, roaming around, sharing a basket
...until, one day, the cat’s owner is a little slow to open the door and provide food. Hungry and
impatient, the furry-nosed creature discovers the predator inside, all that is then left of the chick
being just a few feathers. A commercial for delicacies from Dreamies. Better to treat your cat,
thus the pay-off, before it treats itself.

どこかしら一方的な友情とも言えるかもしれないが、それでも猫とひよこがこれほど親
しくなる様は珍しいだろう。彼らは日々あちこちを歩き回り、カゴを共有し、いつ何時
も共に過ごして来た。しかしある日、猫の飼い主がドアを開けて食事をあげるのが少々
遅かったようだ。腹をすかせて苛立っていた毛皮に覆われた生き物は、中に捕食者を発
見、後に残ったのはひよこの羽根数枚だけだった。Dreamies 珍味のコマーシャル。猫
が自分で餌を捕まえてしまう前に、餌をあげましょう、というのがキャッチコピー。
<医薬品＆OTC>
41 Vicks

“Touch Of Care”

A girl orphaned at a young age recounts, while sitting on a bus, how adoption gave her life a
completely new direction. Playing no small part in all this was her adoptive mother, who in the
course of the spot turns out to be transgender activist Gauri Sawant. To help her mum in a world
that denies her basic rights, Gayatri would therefore no longer like to become a doctor but a
lawyer. Based on a true story, the commercial for Vicks care products ends on the pay-off:
“Everyone deserves the touch of care.”

幼い時期に孤児になった少女が、バスに乗りながら、養子に迎えられたことで人生がど
れほど新たになったかを回想している。彼女の人生において大きな役割を果たしている
のが、迎え入れた養母であり、作品を通じてそれがトランスジェンダー活動家である
Gauri Sawant だとわかる。養母の基本的権利が否定される世界において彼女を助けるべ
く、娘 Gayatri は今や医者ではなく弁護士になることを志すのだった。真実に基づいて
制作された Vicks ケア製品のコマーシャルは、「誰もがケアを受けるに値する」という
キャッチコピーで終わる。
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<医薬品＆OTC >
42

Lax-A-Day

“Long Time No See”

Michelle is in the restroom, admiring her 80s outfit – boxy shoulders, big hair – in the mirror prior
to returning to the office. When she comes out, more than just a few years seem to have gone by
in the interim, her eyes panning the computer screens somewhat quizzically. And one of her staff

is astounded to see her reappear after such a long period of time. A spot for Lax-A-Day laxative,
which helps you stop spending your life in the bathroom.
トイレにいるミシェルは、鏡を見て、角ばったショルダーパッドやこんもりとした髪型といった、
自分の 80 年代らしい服装に見ほれている。やがてトイレから出てくると、その間に数年どころ
かかなりが経過していたらしく、彼女の目はパソコンの画面をどこか訝しげに見つめる。すると
彼女のスタッフの一人が現れて、あまりにも久しぶりにミシェルが再登場したものだから驚いて
しまう。長時間をトイレで過ごすことから解放してくれる、Lax-A-Day 便秘薬の作品。

<公共イベント>
43

Valango International Image Festival “How Come You Didn’t Know?”

The Valango International Image Festival attempts to investigate the question as to why the
spot’s protagonist has neither heard of the festival nor ever been to it. Where the hell was he all
the time – Mars, Venus, a castaway, hibernating ...? At an important conference, in a monastery,
or completely dropped out of social media? Otherwise, there would be no accounting for how he
managed to miss it.
Valango 国際イメージフェスティバルは、本作の主人公がなぜフェスティバルのことを聞いたこ
とがないのか、あるいはそれに足を運んだことがないのかについて解き明かそうとする。彼はこ
れまでいったいどこにいたのだろう — 火星なのか金星なのか、漂流していたのか冬眠していた
のか…？大事な会議にいたのか、男子修道会にいたのか、それとも SNS から完全に離れている
のか？でなければ、彼がどうして知らずにいたのか説明がつかない。

<出版、メディア>
44-45

Channel 4 – Sight Loss Spots

As part of National Eye Health Week, an event staged from September 18-24, 2017 in the UK,
Channel 4 aired ads of a rather different kind by partnering with brands to address the issue of
glaucoma, cataracts, macular degeneration, etc. Existing commercials such as those for Paco
Rabanne and Specsavers were shown in either blurred form or with a narrower field of vision –
just the way they would be seen by people with impaired vision.
国際眼の健康習慣の一環として英国で 2017 年 9 月 18〜24 日に開催されたイベントにて、
Channel 4 は緑内障、白内障、黄斑変性といった問題を提起するために、各ブランドと提携して
一風変わったコマーシャルを放映した。低下した視力を持つ人々に見えている映像と同じように、
Paco Rabanne や Specsavers などの従来のコマーシャルが、ぼやけたり視野が狭くなったりし
た状態で映し出された。

<出版、メディア>
46

Channel 4

“The Great British Bake Off”

Paul McCartney’s 1984 hit “We all Stand Together” is crooned by a plethora of personified
pastries and other bakery delights in this trailer announcing that popular UK series “The Great
British Bake Off” will now be airing on Channel 4 (having recently been poached from BBC).
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擬人化されたペストリーやその他のベーカリー製品が、ポール・マッカートニーが
1984 年に発表したヒット曲「We all Stand Together
を優しく歌い上げる。英国の人気シリーズ「The Great British Bake Off」が、（最近
BBC から引き抜かれて）これから Channel 4 で放映されることを発表した予告編。
<小売>
47

Moneysupermarket

“Dirty Dancing”

When Masters of the Universe protagonists He-Man and Skeletor suddenly come across as real
softies by dancing the finale of Dirty Dancing in a bar, this can only be the result of some very
special deals they got at Moneysupermarket.

「マスターズ／超空の覇者」の主人公、He-Man とスケルターが、バーで「ダーティ・
ダンシング」のラスト曲にのって踊り出し、突如穏やかな印象を与える。というのも、
彼らが Moneysupermarket のおかげでお得に買い物できからだ。
<小売>
48

ASOS

“Go Play”

In this “kaleidoscopic” spot for ASOS, the UK’s biggest online fashion and beauty retailer, we
watch as the faces and outfits of young people rapidly change color, makeup and style,
suggesting a variety of different takes on the “I am me” tagline.

英国最大級のオンラインファッション及びビューティー小売店 ASOS による「万華鏡
的」な本作では、顔も服装も様々な若者たちが、色、メイク、スタイルをスピーディー
に変えていき、「私は私」というコピーの捉え方が千差万別であることを示唆している。
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<小売>

49

Ikea

“Enough”

A lone mother comes home one evening, tired and weighed down with shopping, to find that the
kids have made a complete mess of the apartment. Laundry and other stuff is piling up in front of

the door yet none of the kids really seems to care – and none of them even notices she has come
in. Enough is enough, she decides, and simply walks out of the apartment once again. When she
returns, the concerned children are already awaiting her, having cleaned up and performed the
odd chore or two in the interim. Pay-off: Ikea. Where life happens.
孤独な母親が、疲れて買い物の重みにぐったりして夜に帰宅してみると、子供たちがアパートを
めちゃくちゃにしていた。洗濯物やら何やらがドアの前に積んであっても、子供達はお構い無し。
そもそも母が帰宅したことにも気づいていない。もうウンザリだ、と母親は再びアパートを出て
行ってしまう。彼女が戻ると、心配した子供たちが部屋を片付けて、完璧とは言えない家事を一
つか二つ済ませた状態で、すでに母親を待っていた。キャッチコピー：Ikea。生活のあるところ
に。
<小売>

50 Ikea

“Place”

A spot from the furniture chain introducing its new “Place” AR app. So what exactly can the app
do? Well, it can help people imagine what a new item from Ikea would look like in their home by
placing it there – or moving it to a better spot if necessary. And what does one need to use it?
Just a cell phone photo of the room, on top of which the item is superimposed. The app, it is
claimed, puts an end to furniture you can’t even get into the room – and endless fiddling around
with pencils and tape measures.
家具チェーン店が、新しい「場所」AR アプリを紹介する。このアプリができることとは？Ikea で
購入する新商品を家に置いたらどうなるか — あるいは必要ならより良い場所に動かしてみるこ
ともできる — を想像してみるのに役立つのだ。携帯で部屋の写真を撮るだけで、その上に商品
が重ねられる。アプリのおかげで、部屋に入れることができない家具もわかるし、鉛筆とメ
ジャーを手にあちこちいじくりまわす手間ともおさらばすることができるそうだ。
<小売>

51

Ikea “Make Room For Friends”

A man who asked friends to teach him how to dance to R&B is busy practicing for the big day.
Dressed up in his finery and relieved to see that his friends think he has nailed the requisite
dancing skills, he sets off – so it would appear, at least – to pick up his “date.” Yet it is not a
blonde in her 20s who opens the door to him but his grandma. Evidently pretty excited, she takes
his arm – and off they head for the dance evening.
友人らに R&B の踊りかたを教えて欲しいと頼んだ青年は、大事な日に向けて練習に余念がない。
とっておきの服を着て、友人らにダンスのお墨付きももらって安心した彼は、「デート相手」を
迎えに出かける — というか、一見するとそう見える。しかし、ドアを開けた先にいるのは 20 代
のブロンド娘ではなく、彼の祖母だった。目に見えてワクワクしている祖母は、孫の腕をとり、
夜のダンスに出かけるのだった。

<小売>
52

Ikea “Make Room For Life”
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Be it big or small, for bosses or babies, people in love or recently bereaved, a home should be
equally suited as a place to reflect, chill, dance, entertain, or simply romp around in. Throw in
some Ikea furnishings and it is even better equipped to adapt to the needs of its users.

大きくても小さくても、上司のためでも赤ん坊のためでも、愛し合っている人々のため
でも愛する人を亡くした人のためでも、家というのは誰にとっても思い出を回想し、く
つろぎ、踊り、楽しみ、はしゃぎ回るための場所であるべきだ。Ikea の家具をいくつか
投入すれば、家を使う者のニーズに馴染むべく、さらに仕立てあげることができるだろ
う。
<小売>
53

Hornbach “Smashing The Cliche”

A woman is expending maximum effort in a bid to smash several clichés associated with being a
woman, using a hammer held aloft to shatter some outsized clay figures. A sexily clad figure
clinging to a pole, a cute-looking little princess, and an entire wall all subsequently succumb,
biting the dust swirled up by this iconoclastic act. Spot for home improvement retailer Hornbach.

女性であることにまつわるいくつかの典型的なイメージを粉々にしてやろうと、一人の
女性が最大限の力を使って、ハンマーで巨大な粘土の像を破壊する。ポールに捕まった
セクシーな服装の像や、キュートな見た目の小さな王女、そして壁一面が全て屈服し、
この偶像破壊行為によって地に倒れる。家庭修理用品の小売店 Hornbach の作品。
<小売>
54

H&M

“The Secret Life Of Flowers”

A lavish new H&M spot showing the first fruits of the collaboration between the clothing chain and
Turkish-Canadian fashion designer Erdem. In an imposing but semi-dilapidated old mansion that
has obviously seen better days, and amid impressive displays of wild flowers and candlelit
banqueting scenes, a torrid love triangle is evolving in this “place where it is always spring.”
Directed by Baz Luhrmann, whose movie credits include Moulin Rouge, Australia, and The Great
Gatsby.

H&M の豪華な新作は、同社とトルコ系カナダ人のファッションデザイナー Erdem によ
る初コラボをお披露目する。一時は栄えたことが見て取れる、印象的だがやや荒廃した
邸宅。野の花とキャンドルで彩られた晩餐会において、「いつも春」であるこの場所で
情熱的な三角関係が繰り広げられる。「ムーラン・ルージュ」「オーストラリア」「華
麗なるギャツビー」などで知られるバズ・ラーマンによる監督作。
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<サービス>
55 General Electric

“Shortcuts”

Rather than playing the princess like other girls her age, Molly spends her time coming up with
ingeniously creative solutions to simplify some of life’s tiresome chores – like taking out the trash
or mowing the lawn. Later, when working for General Electric, she develops a system that uses
robots to perform turbine inspections.

同い年の女の子たちのようにプリンセスごっこをするよりも、モリーはゴミ出しや芝刈
りといった日々の退屈な雑用をどうしたら簡略化できるかについて、クリエイティブな
解決方法を編み出すことに夢中になっていた。のちに General Electric 社で働くように
なった彼女は、タービン検査を行うためにロボットを起用するシステムを開発するの
だった。
<サービス>
56-57

letgo

“Icepresso,” “Fishing”

Carrying an espresso machine while trying to scale a glacier, or taking a huge red fridge out on
the boat during a fishing trip, are not really such brilliant ideas ... There are, in fact, things you
simply have to let go of if you don’t need them at that particular moment – and the letgo app
makes it easy to find a new owner for unwanted stuff.

氷河を測るときにエスプレッソマシーンを持ち歩いていたり、あるいは釣りのときに
ボートに巨大な赤い冷蔵庫を同席させていたりするのは、あまり賢い考えとは言えない
だろう…こういうものは、そのとき必要でなかったらさっさと手放すべきものではない
だろうか。legto のアプリなら、不要になったものの新しい所有者を簡単に見つけるこ
とができる。
<サービス>
58

Talkmore

“Grandma Loves Mambo”

An elderly woman is packing up her belongings as she evidently prepares to move to a care
home. As she does so, she is struck by a bout of nostalgia, sitting down at her kitchen table and
wanting to turn on the radio. Yet that doesn’t work anymore. Secretly, under the table, her son
starts playing her favorite song – “Papa Loves Mambo” – on the mobile, suggesting to her that
the radio still works. A commercial for carrier Talkmore, reminding people that Norway is the first
country to have closed down its analog FM radio network.

どうやら老人ホームに引っ越すらしい年配女性が、持ち物の荷造りをしている。作業を
しながら懐かしさに襲われた彼女は、キッチンのテーブルに座ってラジオをつけたくな
る。しかしそのラジオはもう動かない。するとテーブルの下で、密かに息子が携帯で彼
女のお気に入りの歌「Papa Loves Mambo
を流し、ラジオがまだ動くふりをしてみせる。ノルウェーが、世界で初めてアナログ
FM ラジオのネットワークを閉鎖する国であることを人々に知らせる、携帯キャリア企
業 Talkmore のコマーシャル。
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<サービス>
59

U-Can “One Month Daddy And Son – Days Without Mommy”

When Daddy has to look after his little boy alone for a month, things do not get off to a very
promising start, However hard he tries, the little lad responds only with tears and screams,
stomping his feet in the mud, refusing to eat, and repeatedly crying out for “Mommy” – until, that
is, the man pick up a little book entitled a “Practical Guide to Ren,” handwritten by his mother. It
works miracles but there are some things Daddy finds he needs to correct ...
Pay- off:
“Good textbooks create a better life.” A commercial for textbooks from U-Can.
一ヶ月間、父は小さな息子を一人で面倒みることになるが、出だしは順調とは言えなかった。い
くら頑張っても、息子の反応は泣きわめくだけであり、泥に足を入れるわ、食べ物は拒絶するわ、
「お母さん」と何度も叫ぶわ — それが、妻によって書かれた「実用・れん君講座」という小さ
なノートを見つけたことで変わっていく。おかげで事態は奇跡的に変化していくのだが、直さな
ければならない箇所を彼はいくつか見つけた…。キャッチコピー：「良いテキストは、人生を豊
かにする
U-Can による教科書のコマーシャル。

<サービス>
60-61

StubHub

“Festival,” “Machines”

A young guy gets to know a girl at a gig, marries her, joins her father’s business, and strikes oil
on his very first day with the company, subsequently going on to become a star in a cheesy
musical biopic. A second spot features a “machines-take-control-of-humanity” doomsday scenario
in which, as the world collapses around him, a guy realizes he will now never get to see a concert
performed by the star trapped in her car. As the end of the world draws near, it is now too late.
Campaign for StubHub, the online event ticketing agency.
とある青年が、とあるギグで女の子と知り合い、彼女と結婚、義父のビジネスに参入し、
就職初日にして石油を発掘、やがて陳腐なミュージカル伝記映画のスターとなる。2 作目では、
「機械が人を操る」この世の終わりが題材。世界が崩壊していく中、ある青年は、車に閉じ込め
られてしまったスターのコンサートをもう二度と見ることができないことに気づく。世界の終わ
りが近づいているから、もはや時すでに遅し、だ。オンラインイベントチケット代理店 StubHub
のキャンペーン作品。

<サービス>
62

WTF “Uber Or Mommy?”

In a cool and colorful rap number, a bunch of young folks sing and dance to act out scenes in
which you might need a ride. If, for example, a “chick makes a move after school,” you want to
take a girl to the movies, or are left all alone after the party ends, who are you more likely to call?
Uber or your Daddy or Mummy? WTF is a mobile service provider for the young. Besides offering
low cost plans, it now also has a partnership with Uber that gives up to 50% off in rides.
クールでカラフルなラップ曲にのせて、若者の集団が、車が必要な場面をテーマに歌い踊る。例
えば、もし「放課後女の子が声をかけてきたら」彼女を映画に誘いたいだろうし、あるいはまた
パーティーが終わって取り残されたら、君は誰に電話をかける？Uber、それとも両親？WTF は

若者向けの携帯サービスプロバイダーである。低価格プランを提供するのに加え、業務提携を結
んだ Uber への乗車が最大半額になる。
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<サービス>
63-64 Telia Estonia

“Hasta La Vista,” “My Precious”

This campaign from Telia Estonia featuring catchphrases from Terminator come across as
especially odd when these are spoken by the older generation, people one would not
automatically associate with such movies. Yet Telia Estonia is plugging its audience reach, telling
viewers that its programming can now be well received also by older folks out there in the sticks.
Pay-off: Movie overdose now possible outside the city.

「ターミネーター」のキャッチフレーズを採用した Telia Estonia のキャンペーン作品。
そういった類の映画となかなか結びつかない年配世代によってそんなフレーズが話され
ると、とりわけ妙に思える。しかし、Telia Estonia は強引にそれを貫き、同社の放映が
田舎の老人たちにもしっかり観られていることを視聴者に訴える。キャッチコピー：映
画中毒者は、今や郊外にも存在することだろう。
<サービス>
65-66

Airtel Nigeria

“Nighbours,” “Click And Die”

Both commercials revolve around the attractive data packages available from broadband provider
Airtel. In the first, a bunch of neighbors seeking to tap some of a guy’s unlimited data plan come
knocking on his door at night, while in a second a friend tries to guess his WIFI password.

ブロードバンド・プロバイダー Airtel による魅力的なデータパッケージにまつわる２作
品。1 作目では、とある男の無制限データプランを盗もうと隣人らが夜中に押し寄せ、
2 作目では友人が彼の WIFI パスワードを当てようと躍起になる。
<サービス>
67

Tile “Lost Panda”

A fluffy little soft toy panda suddenly finds itself all alone and abandoned at the side of the road in
what appears to be New York City. Bravely, he shakes off the dust and embarks on the laborious
journey across town and country to find his original owner, a young girl, the happy ending to the
story being assisted by the Tile chip in his paw.

ふわふわしたぬいぐるみのパンダが突然一人ぼっちになり、ニューヨークらしき街の道
路脇に置き去りにされる。勇敢にも、彼は埃を払うと街も国も懸命に横断し、足につい
た Tile チップの支援を受けて、本来の持ち主である少女と再会する幸せな結末を迎える。

Error!
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<サービス>
68-69 MailChimp “The Brain Retargets Site Visitors with Google Ads,”
“The Brain Recovers Abandoned Shopping Carts”
Selling gum online? Well, MailChimp is plugging its new automation tool as if it were a second
brain that can be used to handle all of those things one often forgets or has no time for when
marketing stuff online: retargeting site visitors, re-running ads, etc.

ネットでガムを売る？ふむ、MailChimp が採用する新しい自動化ツールは、まるで第二
の脳のように働き、オンラインで品物を売り込む場合に人が忘れがちなことや、あるい
は時間がない場合に、サイトの訪問者をターゲットし直したり、広告を再掲載したりす
るといった面を引き受けてくれるのだ。
<社会＆環境>
70

AA Charitable Trust

“Designated Driver”

A woman picks up an obviously inebriated guy from a bar to drive him home. While he rambles
on in a slurred voice, talking about his evening, she is busy texting, whereupon he proves to still
be sober enough to ask whether it might not be better for him to do the driving. Thinking he might
be right, she swaps places with him. According to charity organization AA Charitable Trust,
people are twice as likely to crash text driving as they are when drink driving. Obviously, however,
it would be better for them to do neither.

明らかに酔っ払った男を拾い、家まで送る女性。ろれつの回らない口調で、男が夜の出
来事についてとめどなく喋る一方で、女性はメールを打つのに忙しい。しかし、男は運
転を代わらない方が良いかどうか訊ねられるくらいには、しらふだったのだ。彼の言い
分が正しいと見た女性は、彼と座席を交換する。チャリティー団体 AA Charitable Trust
によると、飲酒運転よりもメールを打ちながら運転している方が、事故に 2
遭いやすいそうだ。言うまでもなく、飲酒運転もメール運転もしない方が良いのだが。
<社会＆環境>
71

European Anti-Bullying Network (EAN) “Escalating GIFs Hair”

Someone sitting behind a girl in a classroom keeps snipping away at her hair. What might
originally be seen as a boyish prank escalates when her hair is set on fire, terrifying the girl so
badly she runs away. A film from the European Anti-Bullying Network (EAN).

教室で、ある少女の後ろに座っている人物が、少女の髪の毛をひたすらハサミで切る。
男子がやりそうないたずらに思えた行為はしかし、彼女の髪の毛に火がつけられるまで
にエスカレートし、怯えた少女は逃げ出す。ヨーロッパいじめ防止ネットワーク
（EAN）の作品。
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<社会＆環境>
72 Gaia

“Where Love For Animals Ends, Ours Begins”

In what initially appears to be a rather light- hearted spot, we watch a young lad raising a little
chick from the moment it hatches. Even after it and he have both grown older, the two remain
inseparable – until, one night, the goose discovers something rather nasty about its owner ... TVC
for Gaia, a Belgian animal rights organization that has been campaigning for 25 years.

一見して軽い感覚で見られる映像である本作では、ある若者が、ひよこが生まれた瞬間
から育てている。両者が成長しても、2 人は離れることのない関係だ。しかしある夜、
ガチョウは飼い主の嫌な面を知ることになる…25 年間活動に従事しているベルギーの
動物権利団体 Gaia によるテレビコマーシャル。
<社会＆環境>
73 Transport Accident Commission Victoria
Consequence”

“Every Speed Has A

An effective illustration of how speed impacts the way in which accidents occur. To the sounds of
a car hitting an object, we see reconstructed versions of a collision between a car and a cyclist,
the severity of the accident varying in each individual case. As the camera pulls back, we see the
cars are positioned around different point on an odometer, showing how speed affects braking
distance. A film from Transport Accident Commission Victoria urging drivers to “rethink speed.”

事故の際、スピードがどれほどの影響力を持つのかについて効果的に描写した作品。車
が物にぶつかる音に合わせ、車と自転車に乗った人物との衝突が再現される。ことの重
大性は、場合ごとに異なる。カメラが引いていくと、それぞれの車のオドメーターが指
している数値は異なり、スピードが間隔に対しどういう影響を持っているかが映し出さ
れる。ドライバーたちに「スピードについて再考する」ことを促す、Transport
Accident Commission Victoria の作品。
<社会＆環境>
74

Ministry of Transport

“Sleeper”

A young boy appears to have peacefully nodded off on the backseat of a car and is being
carefully released from his seatbelt by a man we at first take to be his father. Yet we then realize
that his real father has had a serious accident due to speeding, and that this man is a paramedic
carrying him off to a waiting helicopter. A Ministry of Transport film urging motorists to “slow
down.”
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車の後部座席で穏やかに眠っている少年が、父親と思しき男によって注意深くシートベ
ルトを外される。しかし実際には、本当の父親はスピードのせいで重大な事故に遭い、
少年を運んでいるのはヘリを待つ救急隊員であることが判明する。運転手に「ゆっくり
走ること」を促した交通省の作品。
<社会＆環境>
75

The Prince’s Trust

“Youth Can Do It”

To a poetry slam soundtrack, we see young people from deprived social backgrounds bidding to
improve their lot. Confidence in identity, smiles and laughter, sport and exercise help them to
stand up to the trials they face in life – and to reach their full potential.

詩の朗読を BGM に、恵まれない家庭の若者たちが、自分の運命を改善していこうとす
る姿が描かれる。アイデンティティに対する自信、笑うことや笑い声、スポーツやエク
ササイズといったことが、彼らが直面する試練に立ち向かうことを助け、ポテンシャル
を最大限発揮することに繋がるのだ。
<社会＆環境>
76

Greenpeace Magazin

“Let’s Fuck It Up”

A bitterly sarcastic animated commercial playing to a singalong tune suggesting that none of the
key environmental issues addressed by Greenpeace – from stranded whales to plastic in the
oceans, etc. – really matter. Yet an ignorant, “don’t care” attitude such as this is sure to culminate
in a doomsday scenario – unless, that is, one does decide to take the future into one’s own
hands. Pay-off: “Let’s fuck it up – or let’s start to change.”

Greenpeace が訴える主要な環境問題 — 座礁した鯨の問題から、海に浮かぶプラスチッ
ク製品の問題まで — は、そんなに大したことないという軽快な歌にのって流れる、え
らく皮肉っぽいアニメーション作品。しかし、このような「どうでもいい」という態度
で無視することは、最悪の結末を招くはずだ。自分が自分の手で未来を変えようと決断
しない限りは。キャッチコピー：「全部ダメにしてしまえ — あるいは、変えるために
一歩を踏み出そう。」
<社会＆環境>
77

Road Safety Authority

“Signs”

“Don’t do this and don’t do that,” “No this and no that” – everywhere we go, we encounter signs
either cautioning us or policing our behavior in one way or another. Yet there can be something
positive about them, most especially when the signs in question warn us to slow down. In this
particular spot, Road Safety Authority addresses the issue of speeding by motorcyclists – seeking
to ensure that not yet another weeping widow is left behind with a child that will grow up without a
father.

「これはダメ、あれもダメ」「こっちもそっちもノー」— どこに行っても、我々は警

告する看板や、あれこれと我々の振る舞いを取り締まる看板に遭遇する。しかし、そん
な看板にも大事な効果があるのだ。とりわけ、それが私たちにスピードを落とすことを
警告するものであるならば。本作において、Road Safety Authority は、オートバイを運
転する人々のスピードの問題を提起している — これ以上、父親不在のまま成長してい
く子どもと残される、嘆き悲しむ未亡人を生み出さないために。
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<社会＆環境>
78 Child Cancer Foundation Denmark

“Help Comes In Many Forms”

A boy creeps into his younger sister’s room at night with a flashlight and chops the hair off all of
her Barbies. So what made him commit this seemingly mindless and barbaric act? Well, when the
mother later comes home with his sister, her own hair gone as a result of cancer therapy, the little
girl feels just that little bit more accepted.

少年が、夜中に妹の部屋に忍び込み、懐中電灯を当てながら妹のバービー人形の髪の毛
を全て切り取ってしまう。どうして彼はこんなに思慮のないひどい行為に及んだのか？
実は、母親と帰宅した妹は、がん治療のために髪の毛が抜けていたのだ。少女はこれま
で以上にもっと受け入れられたような気がした。
<社会＆環境>
79

GGB Grupo Gay da Bahia

“The First Father’s Day Of Cesar”

A little boy thanks his father, who, prior to his sex change, was actually the mother from whose
belly he came – and that in fact is what he “likes most about him.” Pay-off: Love has no gender.
GGB Grupo Gay da Bahia is a Brazilian NGO campaigning for the rights of the LGBT community.

少年は父親に感謝を告げる。その父親というのは、性転換前は少年を産んだ母親であっ
た。そしてそれこそ、少年が「父にまつわる事柄の中で一番好きなこと」なのだ。
キャッチコピー：愛に性別はない。GGB Grupo Gay da Bahia は、LGBT コミュニティ
の権利について従事する、ブラジルの NGO 団体である。
<スポーツ>
80

Wacoal Sports

“Wow Girls’ Lab”

A demonstration – most of it performed by a man – of the directional forces at work when
women’s breasts move while exercising. Depending on cup size, smaller or larger animals are
used to symbolize the weight factor, and different types of sport show how movement can vary.
A commercial for sport bras from Wacoal, which are designed to provide five-directional support
and protection.

エクササイズ中に女性の胸にかかる直接的な力について、ほぼ男性によって実演が行わ
れる。胸のカップサイズに合わせ、大小の動物が重みの象徴として使用され、様々なス
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ポーツを実演することで、動きの違いが見えてくる。５つの直接的なサポートと保護を
提供するように作られた、Wacoal によるスポーツブラのコマーシャル。

<スポーツ>
81-82

Asics

“RoadHawk”, “Dynamis”

Thanks to the new damping technology developed by Asics, the runners in these animated
commercials feel like an eagle swooping or a jackrabbit speeding along in a car.

Asics が開発したダンピング抵抗技術のおかげで、このアニメーション作品に登場する
ランナーたちは、まるで自分が急降下するワシや、車と競争するジャックウサギにでも
なったような気分になる。
<旅行＆レジャー>
83

Artis “Artis Lives”

Every conceivable kind of life form and mode of behavior is evoked in this playfully animated and
beautifully crafted commercial for Amsterdam’s Artis zoo.

遊び心のあるアニメーションで美しく巧妙に作り出された、アムステルダムの Artis 動
物園によるコマーシャルでは、考えられるあらゆる生命とその振る舞いが呼び起こされ
る。
<旅行＆レジャー>
84

Virgin Atlantic “The Internet. Now On Virgin Atlantic.”

A commercial showing us how crazily people can behave on long-haul flights. They range from a
guy emptying an ice bucket over his head to a woman sitting in a panda costume, a young guy
pigging out on countless jars of some kind of spread, and a woman using seats to do bench
presses on. Not forgetting the crew of course, who join in with the fun. Fortunately, however,
Virgin Atlantic now offers its passengers free Wifi on all planes. That might just help to make
people act more sanely.

長時間のフライトの生で、人々がどれほど突飛な行動に出るのかを描いたコマーシャル。
例えば男性は頭から氷の入ったバケツをかぶるし、女性はパンダの衣装を着て着席する
し、若者はスプレッドと思しきものが入った瓶をガツガツ食らうし、はたまた座席をベ
ンチプレスに利用する女性も。そんな楽しみに加わる客室乗務員のこともお忘れなく。
でも幸いなことに、Virgin Atlantic では全航空機にて無料 Wifi を乗客に提供することと
なった。おかげで人々は、もうちょっと落ち着いて行動するようになるのでは。

