LÜRZER’S ARCHIVE 06/11
P15

<AV>

iPillow

(Sleep with music.) The ipillow is a pillow with an inbuilt speaker system that obviates
the need for headphones.

iPillow
（音楽を聴きながら眠る）iPillowにはスピーカーが搭載されているので、ヘッドホンを
つける必要がありません

P16

<AV>

Kinect

Campaign for Kinect, a device enabling gamers to play the Xbox 360 without using a
controller.
コントローラーを使わずにXbox 360で遊べるデバイス・Kinectのキャンペーン
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<自動車>

Citroen

New Citroen C3 Picasso Spacebox. A compact car never felt so spacious
新しいCitroen C3 Picasso Spacebox。コンパクトカーがここまで広く感じられたこと
はない
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<自動車>

Volkswagen

Volkswagen Delivery Trucks. The right size for your needs.
Volkswagen配達用トラック。あなたのニーズにうってつけのサイズ
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<自動車>

Take it outside. Jeep
外に出よう。Jeep

Jeep
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<自動車>

Nissan Qashqai

Campaign for the Nissan Qashqai with rear view camera.
後方カメラが搭載された日産Qashqaiのキャンペーン広告
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<自動車>

Chevrolet

Music Streaming New Service. Connect your MP3 or your mobile phone and only listen
to the music you really like.
Always be there. Chevrolet.
Open Doors New Service. Open your car with just a text message.
Always be there. Chevrolet.
音楽ストリーミングの新機能。MP3か携帯を繋いで、大好きな音楽だけをあなたの耳に
いつもそばに。Chevrolet
車のドアを開ける新機能。メールで送信するだけでドアが開く
いつもそばに。Chevrolet
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<自動車>

Mazda

Mazda 3. For the child in the back, and for the child in front.
Mazda 3。後部座席の子どものためにも、助手席の子どものためにも
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< 銀行・保険 > Anadolu Insurance Company

Never Lose
To highlight the tagline of Anadolu Insurance Company – “Never Lose” –, seven layers
of the same poster were mounted on top of each other on the billboards. Street
vandalism turned out to be an advantage, serving to drive home the message.

「決して失わないように」
このAnadolu保険会社のキャッチコピーを強調するべく、街頭広告では1枚、上にまた1
枚と、合計7枚のポスターが重ね貼りされた。剥がされるという器物破損の行為も、こ
の場合は逆にメッセージをしっかり伝える役割を果たしている
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Bundaberg Five Rum

<アルコール飲料 >

Campaign for Bundaberg Five brand rum.
Raw, like the sashimi of rum	
 
Filtered once, for every finger you’ve got
ラムの「刺身」と呼べるほどフレッシュ
あなたの指の数ほど、ろ過されています

P30

<アルコール飲料 >

Sternburg Beer

Guerrilla campaign for Sternburg, “the people’s beer,” placed between campaigning
posters for the 2011 elections to Berlin’s state parliament.
- Germany named Export World Champion once again!
(“Export” is a term used to describe a specifically German type of beer.)
- Rent levels down! Beer levels up!
- Stop climate change! Beer needs to stay cold!
- Keep the after-work pint affordable!
Claim: Sternburg. Your best candidate.
2011年ベルリン州議会選ポスターに紛れて貼られている、Sternburgの「人民のための
ビール」ゲリラキャンペーン広告。
ー

ドイツは再び輸出（Export）大国となった！

（Exportとは、ドイツビールの一種を指す用語でもある）
ー

家賃は下がった！ビールの質は上がった！

ー

気候変動を止めろ！ビールの冷たさは守れ！

ー

アフターファイブの一杯を手頃な価格で！

「Sternburg。あなたの清き一票を」
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<ノンアルコール飲料>

Tropicana

Campaign for Tropicana brand fruit juice.
- Parades were fun the first ten time they made you late
- Ten minutes in line for breakfast and it’s cash only
- Your alarm clock is the noise outside your window
Tropicanaフルーツジュースのキャンペーン広告
ー

パレードも、楽しいのは初めの10回くらい。おかげで遅刻しちゃった

ー

朝食を買いに10分列に並んだら、「現金払いのみ」

ー

窓の外の騒音で、目覚がさめた
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<ノンアルコール飲料>

Mineirinho

Campaign for Mineirinho brand soft drinks.
No one can stand the same old flavor all the time.
Claim: It tastes different.
Mineirinhoソフトドリンクのキャンペーン広告
いつまで経っても同じ味では誰もが飽きてしまう
「一味違います」

P37
Crocodile
Traktor
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<エンターテイメント>

LEGO

P39

<ファッション>

Miroslav

Campaign for Miroslav brand men’s underwear.
Quality best appreciated up close.
Miroslave男性下着のキャンペーン広告
そのクオリティー、間近で体感するのが一番

P41

<食品>

Ültje

Discover Africa’s spiciest secret. Campaign for Ültje brand coated peanuts.
アフリカのピリっとした隠し味、味わってください
Ültjeコーティング・ピーナッツのキャンペーン広告
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<食品>

Sonic

Campaign for Sonic drive-in restaurants.
- The Vanilla Thrilla
- The Champion of Chill
- The Delicious Destroyer
- The Bruiser Below Zero
- The King of Cold
Sonicドライブイン・レストランのキャンペーン広告
ー

ドキドキ・バニラ

ー

ヒエヒエ・チャンピオン

ー

デリシャス・デストロイヤー

ー

マイナス・ブルーザー

ー

コールド・キング
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<食品>

Philadelphia

Campaign for Philadelphia brand desserts cream.
- Celery. Useless as a veg. Exceptional as a spoon.
- Comfort food. Comforting that it’s 60% less fat.
- Stressed is desserts spelled backwards. What more proof do you need?
- It’s always time for dessert somewhere in the world.
Love it shamelessly.
Philadelphiaデザートクリームのキャンペーン広告
ー

セロリ。野菜としては使えないけど、スプーンとしてなら使えるわ

ー

ホッとする食べ物。脂肪60%カットだからますますホッとするわ

ー Stressed（ストレスが溜まっている）を逆に綴るとDesserts（デザート）。もうこ
れ以上言う必要ないわよね？
ー

世界中、どこかでいつでもおやつの時間

堂々と口にしましょう
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<食品>

Seattle Fish Company

Ad for the Seattle Fish Company, a seafood distributor.
Fish Eaters Of The World.
魚介類卸業者Seattle Fish companyの広告
世界で魚を食べる人々
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<食品>

Mentos

Mentos. Now in gum.
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<食品>

Mentos。ガムになりました

Chupa Chups

Campaign for Chupa Chups.
Chupa chupsのキャンペーン広告
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<食品>

Menier

Campaign for Menier brand chocolate.
Taste the good old days. Menier. Since 1889.
Menierチョコレートのキャンペーン広告
古き良き時代を味わおう。Menier。1889年創業
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<ハウス&ガーデン>

Siemens

Campaign for Siemens brand ventilation systems.
Siemens換気装置のキャンペーン広告
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<ハウス&ガーデン>

Midalia Steel

Ad for Midalia Steel brand pool fences.
Midalia Steelプール用フェンスの広告
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<ハウス&ガーデン>

Sekunda Glue

Whatever. Sekunda Glue
どんな物でも接着。Sekunda Glue
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<ハウス&ガーデン>

Downey

Campaign for Downey brand fabric softener.
Downey柔軟剤のキャンペーン広告
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<ハウス＆ガーデン>

Only with STIHL.
Ad for the Stihl brand lawn trimmer.
Stihlならできる
Stihl芝刈り機の広告

Stihl
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<ハウス&ガーデン>

Rowenta

Silence Force Vacuum Cleaner.
Everything else seems louder.
Claim: Rowenta. Intelligent beauty.
静音性強化掃除機
周囲の何もかもが騒がしく聞こえるほど
「Rowenta。合理的な美しさ」
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<ハウス&ガーデン>

Viking

Viking Lawn Mower
Your garden will age before it does.
Viking芝刈り機
あなたの庭より長持ちします

P58

<ハウス&ガーデン>

Comforta

Sleep. Like it sued to be.
Campaign for Comforta brand beds and mattresses.
子どもの頃のようにぐっすり眠れる
Comfortaベッドとマットレスのキャンペーン広告
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<その他>

Field Museum

Campaign for the exhibition “Chocolate Around the World” at the Field Museum.
- This ad shows the pink-legged graveteiro, a rare species of bird whose main habitat is
cocoa plantations.
- Without the tiny midge and it’s role in pollination, there would be no chocolate.
- Chocolate played a role in the bloody sacrifices of the Mayans and Aztecs.
- Way before lattes, the elite ordered fancy chocolate drinks instead.
Field Museumで開催される「世界のチョコレート展」キャンペーン広告

ー

世界的にも珍しいピンク足のgraveteiroという鳥の主な住処はカカオ農園である

ー

チョコレートの誕生には、小さな昆虫の授粉という役割が欠かせない

ー

チョコレートは、マヤ人・アステカ人の闘争の一因でもあった

ー ラテが誕生するずっと前には、一部の人々だけが高価なチョコレートドリンクを飲
んでいた
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<ペットフート>

Yarrah Bio.

Dogs already eat enough chemicals.
犬は既に化学薬品を大量に摂取しています
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< 医薬品& OTC医薬品 >

KY Jelly

Celebrate wherever you are.
Campaign for KY Jelly, a water-based, water-soluble personal lubricant.
どこに居ても祝いましょう
水ベースで水に溶けやすい潤滑油KY Jellyのキャンペーン広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

CaloriLight

Campaign for CaloriLight brand fat blockers.
CaloriLight makes meals 50% lighter.
脂肪遮断薬CaloriLightのキャンペーン広告
CaloriLightは食事を50%軽くします
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Ad for Eno brand digestive tablets.
消化薬Enoの広告

Eno
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Slimsticks

Kill your cravings with new slimsticks
Campaign for Slimsticks brand instant drink mixes with an appetite-restraining effect.
Slimsticksで欲望に打ち勝て
食欲抑制効果のあるSlimsticksインスタント粉末飲料のキャンペーン広告
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<写真>

Fuji Camera

Campaign for the 360° Panorama camera from Fuji.
Fuji 360度パノラマカメラのキャンペーン広告
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<公共行事>

Calgary Underground Film Festival

Zombie Movies
Kung Fu Movies
Campaign for the Calgary Underground Film Festival.
ゾンビ映画
カンフー映画
Calgaryアンダーグラウンド映画祭のキャンペーン広告
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<公共行事>

Panamericana School of Arts and Design

Good ideas piss you off.
Campaign for the CLIO Exhibition at the Panamericana School of Arts and Design.
良いアイデアの数々に、あなたはカチンとくるでしょう
Panamericanaアート＆デザイン学校のCLIO展覧会キャンペーン広告
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<公共行事>

Campaign

Ad for a lecture organized by UK ad industry weekly Campaign.
UK広告業界週刊誌Campaignが主催する講演会の広告
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< 出版・メディア >

Prime

Supernanny. 7.30 pm Wednesday
Supernanny。毎週水曜夜7:30〜
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< 出版・メディア >

National Geographic

Campaign for the King Tut exhibiton organized by the National Geographic.
You know what you’d bring.
Come see what the most famous pharaoh in history took to the afterlife.
National Geographicの主催した「ツタンカーメン」展のキャンペーン
あなたなら、何をあの世に持ってゆくか
史上最も有名なファラオが来世に持参したものを見に、ぜひご来場ください
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< 出版・メディア >

Sky Sport

Miracles happen only on Sky Sport
Sky Sportならば、奇跡は起こる
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< 出版・メディア >

Oui FM

Rock is here to change your life.
Oui FM. Now in Boulogne Sur Mer.
Oui FM. Now in Cherbourg
Oui FM. Now in Le Mans.
Oui FM. Now in Lorient.
Oui FM. Now in Creil.
Campaign for Oui FM – La Radio Rock, a station that can now be received in towns all
over France.
ロックは君の人生を変えるためにある
Oui FM.ブローニュ＝シュル＝メールにて
Oui FM.シェルブールにて

Oui FM.ル・マンにて
Oui FM.ロリアンにて
Oui FM.クレイユにて
フランス全土の街で受信できるラジオ局、Oui FMのLa Radio Rockのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Campaign for the “Tinker, Tailor, Soldier, Spy” movie.
The posters were created by fashion designer Paul Smith.
映画『Tinker, Tailor, Soldier, Spy』のキャンペーン広告
ファッションデザイナー、Paul Smithの制作したポスター
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< 出版・メディア >

D&K

Cuttlefish rely on polarized vision for survival.
Owls have excellent night vision that perceive depth with great precision.
Outdoor advertising display for animal encyclopedias published by D&K, a Penguin
Company imprint.
Outdoor advertising display for animal encyclopedias published by D&K, a Penguin
Company imprint.
イカは、モノクロのビジョンを頼りに生存しています
フクロウは夜間視力に優れ、深い闇の奥まで知覚します
Penguin Companyのインプリント、 D&Kの出版する動物百科事典のための屋外広告
ディスプレイ
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< 出版・メディア >

Canal+

BORGIA – In Them You Can’t Trust.
Campaign for Borgia, a historical fiction series produced by Canal+.
BORGIA – それらの存在を信じることはできない
Canal+制作の歴史フィクション・シリーズ、Borgiaのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Irish Examiner

How is porn affecting today’s teens?
Mental illness. The hidden epidemic?
Campaign focusing on various features published in the Irish Examiner, an Irish daily.
Campaign focusing on various features published in the Irish Examiner, an Irish daily.
ポルノは今日のティーンエイジャーにどのような影響を与えているか？
精神病。隠れた伝染病?
アイルランドの日刊紙 the Irish Examiner が公表した様々な問題にフォーカスした
キャンペーン広告
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<小売り>

Harvey Nichols

Harvey Nichols Sale. Daylight Robbery Starts 15th June.
Harvey Nichols セール。6月15日、公認略奪スタート
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<小売り>

Joupi

Don’t fear finding the perfect present.
Campaign for the toy store Joupi.
完璧なプレゼントを見つけることを恐れないで
おもちゃ屋Joupiのキャンペーン広告
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<サービス>

Lotte Yoga School

- Yoga for a more flexible brain
- Yoga for being nicer to people
- Yoga for greater self control
This campaign for the Lotte Yoga School features some controversial political figures
(from top to bottom: Iranian president Mahmoud Ahmadinejad, Dutch right-wing politician
Geert Wilders, and Italian prime minister Silvio Berlusconi).

- もっと頭を柔らかくするためのヨーガ
- もっと人に優しくなるためのヨーガ
- もっとセルフ・コントロールするためのヨーガ
Lotte Yoga School の本キャンペーンは、物議を醸している政治家をフィーチャーして
ます（上から順に、イラン大統領 マフムード・アフマディーネジャード、 オランダ右
翼政治家ヘルト・ウィルダース、イタリア首相 シルヴィオ・ベルルスコーニ）

P90

<サービス>

Psi Czar Dog Grooming Studio

- We’ll bring your terrier back.
- We’ll bring your shi tzu back.
- We’ll bring your poodle back.
Campaign for the Psi Czar Dog Grooming Studio, Warsaw, Poland.
- あなたのテリアを取り戻すお手伝いをします
- あなたのシーズーを取り戻すお手伝いをします
- あなたのプードルを取り戻すお手伝いをします
ポーランド、ワルシャワの Psi Czar Dog Grooming Studioのキャンペーン広告
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<サービス>

amour.com

Campaign for the online dating platform amour.com.
Don’t spend your evenings on your own.
出会い系サイトamour.com. のキャンペーン広告
もう一人で夜を過ごさないで
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<サービス>

Google Maps

. Know before you go.
- Alpine Fairy Tale: Take a big breath. What do you feel? Mmm ... Such unusual
freshness. Get away from the hectic city and be intoxicated by life in a small hotel lost in
the mountains. We guarantee you won’t be able to forget such a unique vacation.
- Cozy Paradise: Traditional, cozy hotel located in an old picturesque district.

Surround yourself with our family history. There are lots of memorable sites close to the
hotel. With unforgettable views from every window, it has become a favourite haunt of
many writers and artists.
- Hotel La Famille: The best location for a family holiday. Quiet, peaceful four-star hotel
with plenty of attractions nearby to suit all members of the family. Whether you want to
go shopping or take in a show, it’s right on your doorstep. Our friendly staff are here to
fulfill your every wish.
Google Maps。行く前に知っておいてください
-アルプス山脈のおとぎ話：さぁ、深呼吸をして。何を感じますか？んん...なんて新鮮な
空気。せわしない都市の喧噪から離れて、山奥の小さなホテルでの生活に酔い知れてみ
ませんか。決して忘れることの出来ないヴァカンスを保証します。
- くつろぎのパラダイス：古く美しい地区に佇む、伝統的で居心地のよいホテル。私ど
も家族の歴史に包まれてお過ごしください。ホテル周辺にはたくさんの思い出に残る名
所があります。すべての窓からは、忘れられない眺めが見られ、多くの作家、アーティ
ストのご贔屓の場所になっています。
- ホテル・ラ・ファミーユ：家族の休日に最適の場所。すぐ近くには家族全員が楽しめ
るアトラクションも多数ある、静かで平和な高級ホテル。ショッピングも、ショー観賞
も、ドアを出ればすぐそこ。スタッフ一同、みなさまのすべてのご希望に添えるよう努
めます。

P93 <サービス>

Happy Movement Library

Opening a book is like hitting a switch that has no “Off” key.
Invest in the decoration of your bedroom. By your bedside, especially.
Campaign for the Happy Movement Library.
本を開くことは、「オフ」キーのないスイッチを入れるようなもの
寝室の装飾に投資せよ。特に枕元まわりに
Happy Movement Libraryのキャンペーン
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<サービス>

Shin Seong

Campaign for Shin Seong, a removal company.
引っ越し会社Shin Seongのキャンペーン広告
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<サービス>

Red Line Tattoo

Now piercing.
ただいまピアス中
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< 社会 & 環境 > Road Safety New Zealand

Distracted brains drive dangerously. Stay focused.
Campaign for Road Safety New Zealand.
注意散漫な運転は危険です。運転に集中して
Road Safety New Zealandのキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Flying Saucer Draught Emporium

Drink-driving campaign sponsored by the Flying Saucer Draught Emporium, a bar in
Memphis, Tennessee.
テネシー州、メンフィスのバー、Flying Saucer Draught Emporiumがスポンサーする
飲酒運転のキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Tamara

Campaign for Tamara, a helpline for sex workers.
性産業で働く女性のための悩み相談電話、Tamaraのキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Conservation International

They cannot ask for your help. But you can.
Campaign for Conservation International, an organization committed to protecting the
Earth’s biodiversity.
彼らがあなたに助けを求めることができなくとも、あなたは助けられる
地球の生物多様性保護のための組織、Conservation Internationalのキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

National University of Singapore

Jack’s Restaurant. – Last year, 200,000 girls were tricked into the sex trade. That’s in
Southeast Asia alone. And, with more girls being lured in every year by the promise of a
better life, the sex trade continues to grow dramatically. You can help put a stop to this.
To find out how, start by joining our movement on the Traffick Lights Facebook page.
Campaign for Traffick Lights, a student initiative of the National University of Singapore
to raise awareness of sex trafficking in the region.
ジャックのレストラン
昨年、200,000人の少女達が、騙されて性労働者に転じました。東南アジアだけでこの
数です。また、これよりも多くの少女達が、より良い生活を約束するという誘惑の餌食
になり、性労働者は毎年は劇的に増え続けています。これに終止符を打つための支援す
ることができます。支援方法を知るために、まずはFacebookでthe Traffick Lightsの活
動に参加することから始めてみてください。
地域の性売買への注意を喚起するために、シンガポール大学の学生がイニシアチブを
取るTraffick Lights のためのキャンペーン広告

P101

< 社会 & 環境 >

Johannesburg Zoo

Animals can’t be recycled. Please don’t litter.
Environmental campaign sponsored by the Johannesburg Zoo.
動物はリサイクスできません。どうぞ捨てないでください
ヨハネスブルグ動物園によって支持された環境保護キャンペーン

P102-103 < 社会 & 環境 >

Music Maker Relief Foundation

Campaign for the Music Maker Relief Foundation, which helps pioneers and forgotten
heroes of Southern music to gain recognition and meet their day-to-day needs.
南部音楽のパイオニアや忘れられたヒーロー達が、再認識され、日々のニーズを満たす
ことができるよう支援する、Music Maker Relief Foundation（ミュージック・メイカー
救済財団）のキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Sydney Dogs and Cats Home

Campaign for the Sydney Dogs and Cats home.
シドニー犬猫愛護施設のキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Padre Hurtado Foundation

You are the key. Call us.
Campaign for the Padre Hurtado Foundation, a charity.
あなたが解決の糸口です。お電話ください
慈善団体、 Padre Hurtado財団のキャンペーン広告
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< 社会 & 環境 >

Road Safe Hawke’s Bay

Toyazda. (Toyota & Mazda)
Nissbaru. (Nissan & Subaru)
Available for careless drivers at all intersections.
Ad for Road Safe Hawke’s Bay.
Toyazda. (トヨタ& マツダ)
Nissbaru. (日産 & スバル)
不注意なドライバーなら、どこの交差点でも入手可能
ホークスベイの交通安全広告

P107

< 社会 & 環境 >

Inhotim

A tree never dies alone.
Campaign sponsored by Inhotim, a contemporary art museum and botanical garden.
樹木が死に絶えればもろともに
現代アート・ミュージアムとボタニカル・ガーデンのInhotimがスポンサーするキャン
ペーン広告

P109

<スポーツ用品>

Nike

Campaign for Nike Shox.
Nike Shoxのキャンペーン広告

P110-111 <スポーツ用品>
Reethym of Lite

Reebok

Campaign for Reebok sportswear.
軽やかなリーズム
Reebokスポーツウェアのキャンペーン広告
P112-113 <スポーツ用品>
Nike
I knew it was dangerous, but I tried it anyway.
Praying to get out? Forget it.
I’m addicted and my parents are cool with it.
A light jog can be a gateway to heavier things.
Campaign for Nike Running.
危険だってわかってたけど、とにかくやってみたんだ
抜け出せるよう祈るだって？冗談じゃない
あたしは中毒だけど、両親も喜んでるのよ
軽いジョギングは、よりヘビーなものへの入り口に成り得る
Nike Runningのキャンペーン広告

P114-115 <スポーツ用品>

Maramar

Get down to heaven. Campaign for the Maramar diving school.
天国に潜ろう
Maramarダイビング・スクールのキャンペーン広告

P117

<旅行 & レジャー>

Mammadaba

Rush
Stress
Successfully left behind in Latvia State Forests.
Tourism campaign for the Latvian State Forests.
多忙
ストレス
うまくラトビアの国有林の中に置いてきました
ラトビア国有林の観光キャンペーン広告

P118

< 旅行 & レジャー>

Hogle Zoo

ズーラシック・パーク
ユタホーグル動物園の恐竜展のキャンペーン広告

P118

< 旅行 & レジャー>

Lithuania National Zoo

The male milksnake needs a real partner,
Ad calling for donations to the Lithuanian National Zoo.
オスのミルクヘビが本物のパートナーを必要としています
リトアニア国立動物園への寄付を呼びかける広告

P119

< 旅行 & レジャー>

Santiago de Chile National Zoo

We can only fit this much crocodile on this page.
We can only fit this much elephant on this page.
Pay-off: Come see the rest at the National Zoo.
このページでは、ワニをこれだけしか紹介できません
このページでは、ゾウをこれだけしか紹介できません

キャッチコピー「残りは、国立動物園まで見に来てください」

P120

< 旅行 & レジャー>

Tsawwassen Paintball

Shoot more. 50% off paintballs.
もっと打て。ペイントボール50%オフ

P123-124 <クラシック>

Apple

In Memoriam Steve Jobs (1955-2011). A selection of famous Apple ads.
Still from the “1984” commercial for Apple Macintosh.
A 2003 ad for the iPod.
“Genius Manifesto” (1997)
Still from the “iPad is electric” TV spot released in 2010.
スティーブ・ジョブズ(1955-2011)を忍んで。有名なアップル広告のセレクション
アップル・マッキントッシュ、コマーシャル「1984」からの静止画像
2003年 iPodの広告
「天才マニュフェスト」 (1997)
2010年放送のTVCM「iPadはエレクトリック」からの静止画像

P125

<学生コンテスト>

Domino’s Pizza

Faster tastes better
早いほどウマい

P125

<学生コンテスト>

Mike’s Hard Lemonade

You’re a man. But on a hot day a skirt sure would feel nice.
It never hurts to experiment.
男といえども、暑い日には、スカートのほうが、そりゃ心地よかろう
試したところで、失うものはなし

P125

<学生コンテスト>

Lionel

Expect delays. Service will continue once the glue dries.
Ad for Lionel, a manufacturer of model railroads.
遅れを見込んでください。接着剤が乾き次第、運転を再開します
鉄道模型メーカー、 Lionelの広告

P125

<学生コンテスト>

Oreo

Status update: even the sweetest social networking site came from a stolen idea.
Oreo: Made from a stolen recipe since 1912. Stolen cookies taste sweeter.
ステータス最新版 : 最も甘いソーシャル・ネットワーキング・サイトさえ、
盗まれたアイデアから作られた
オレオ: 1912年より、盗まれたレシピから作られた。盗んだクッキーは、
より甘い味がする

P126

<学生コンテスト>

Aspirin	
 

Calm down your head.
頭よ、冷静に

P126

<学生コンテスト>

audible.com

The story follows you.
Ad for audible.com audio books
物語があなたを追ってきます
オーディオ・ブックス audible.comの広告

The work featured on this and the previous page has been nominated for the Lürzer’s
Archive International Student of the Year Award 2012. This is an annual award whose
winner is chosen by our readers. Find out more at www.luerzersarchive.com
125-126ページで紹介するのは2011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。

LÜRZER’S ARCHIVE TV Commercials 06/11
<自動車>
P129
1-3

Mini Coupe

“Carnival”, “Hitchhiker”, “Love is in the Air”

Be it Rio de Janeiro, Hong Kong or Iceland, there is always something happening in the
new Mini Coupé.
Pay-off: “Another Day. Another Adventure.”
リオデジャネイロであれ香港であれアイスランドであれ、新型Mini Coupéに乗ればいつ
も何かが体験できる。
キャッチコピー「新たな一日。新たな冒険を」

<自動車>
4

Kia

“Show Some Soul”

In a world ruled by robots, old familiars in the shape of the 3 Kia hamsters pop up in their
green Kia Soul to demonstrate the new “Shuffling” dance movement to the track “Party
Rock Anthem”. Even the soul- less robots join in the fun.
かつてのCMでお馴染みのハムスター3匹が、ロボットが支配する世界にやって来た。緑
のKia Soulを降りた3匹は、「Party Rock Anthem」の曲にのってシャッフルダンスを披
露。心を持たないロボットたちにも好評で、彼らもダンスに加わる。

<自動車>
5

Mercedes-Benz E-Class

“Staying Alive”

The new Mercedes E-Class assistance system makes driving so safe that even the
forest fauna are getting down to the song “Staying Alive” by the Bee Gees.
Mercedes E-Classの新しい運転支援システムは、さらに運転を安全なものにする。おか
げで森の動物たちもビージーズの「Staying Alive」にあわせて踊ることに集中できるの
だ。

<自動車>
6

BMW 6 Coupe

“Inspiration Flows”

The designers of the new BMW 6 Coupé got their inspiration from the element of water,
whose waves stand for power and elegance. It is around this essential element that the
commercial therefore revolves.
パワーと優雅さを併せ持つ水にヒントを得て、デザイナーらが新型BMW 6 Coupéを開
発したことから、本CMも、水とともに繰り広げられる。
<自動車>
7

VW Trucks

“Building”

Rather than herding cows onto a trans- porter, VW goes off to visit them on site in the
fields, building the truck around the ruminants. Genuine mechanics and vets were
commissioned to perform the task.
Pay-off: “Custom-made for your business.”
牛を輸送車に追いやるのではなく、VWは牛たちの元に出向き、その場でトラックを組
み立てた。本物の整備士と獣医が関わり作られた作品。
キャッチコピー「あなたのビジネスにあわせた特注品」
<自動車>
8

Toyota HiLux

“Unbreakable”

The love between a man and his pick-up truck can go so far that the guy will be gripped
by severe depression if his com- panion happens to roll off a cliff backwards and wind up
in the briny. Luckily the Toyota HiLux is unbreakable and therefore stays undamaged.
男と小型トラックが深い関係にある時、もしもそのトラックが崖を逆走し海に消えてし
まったら、男は深い悲しみにくれるだろう。幸運にも、Toyota HiLuxは壊れることはな

い。無事無傷で発見、一件落着。
<自動車>
9-11 Purolator

“Geisha”, “Amish Guy”, “Granny”

An oil change is a steal with the Purolator oil filter, enabling even the totally
inexperienced to carry it out. Just how it is done is illustrated in these three spots by a
geisha, an Amish, and a granny.
オイル交換をするならPurolator オイルフィルターが格安。どんな未経験者でも交換で
きる。芸者、アーミッシュの男性、老婦人がどうやり遂げるかご覧あれ。

<自動車>
12

Toyota HiLux

“Tougher than you can imagine”

A guy in a mud-spattered Toyota Hilux is talking about his grueling trip through the
mountains and his encounter with a fire-spitting wild boar on a motorcycle accompanied
by a talking chimpanzee.
泥まみれのToyota HiLuxに乗った男性が、後部座席に喋るチンパンジーを従えている。
山を越えた話、バイクに乗った火を噴くイノシシに遭遇した話など、これまでの厳しい
道中を語る。
<自動車>
13

Audi A6 Avant

“Hummingbird”

A hummingbird, or a perfectly produced mechanical imitation, is flying through a surreal
world in which flowers are made of pylons and traffic signs. The idea is that the new Audi
A6 Avant is able to move in the same unimpeded manner as the bird.
ロードコーンや道路標識でできた花が咲く不思議な世界を、機械じかけのハチドリが飛
び回る。新しいAudi A6 Avantは、鳥と同じくらいスムーズに走り回ることができると
いうメッセージ。

P130
<アルコール飲料>
14-15

Andes Beer

“Ballerina”, “Bad News”

Your girlfriend’s career is going down the tubes? Whatever. Whenever the new temperature sensor of Andes Beer shows that the cold one is at just the right tempera- ture,
it is time to start setting priorities.

ガールフレンドのこれまでのキャリアが水の泡に？いや、それよりビール、なんてこと
にならぬように。Andesビールの新温度センサーが飲み時を知らせてくれるので、周囲
の状況を見て判断しましょう。
<アルコール飲料>
16

Bundaberg Five Rum

“Ain’t no nancy drink”

A boring guy comes into a boring bar to order himself a boring drink. Yet the bizarre
barkeeper intervenes, taking him off on a musical journey through a glitter- ing world full
of beautiful people.
サエない男がサエないバーにやってきて、サエない飲み物を注文する。しかし怪しいバ
ーテンが声をかけてきて、美しい人々が集う絢爛豪華なミュージカルの世界へと誘う。

<アルコール飲料>
17

Jack Daniels

“As American as…”

This patriotic Jack Daniel’s spot is a paean to America, a land of free and independent
spirits that allows its people to live in freedom and to do the things that they believe in.
And that is as American as... Jack Daniel’s itself.
Pay-off: “Here’s to the American Spirit!”
この愛国的なJack Daniel’sのCMは、人々が自由に生き、信じる道を突き進むことがで
きるという、自由と独立精神ある場所、アメリカの讃歌である。これぞJack Daniel’s同
様にアメリカの心髄。
キャッチコピー「アメリカン・スピリットに乾杯」

<ノンアルコール飲料>
18

Coca-Cola

“Experience the great Happification”

There are things Coca-Cola is not quite as secretive about as it is about its recipe.
Indeed, the brand is now delighted to divulge the secret of the happiness it engenders.
Coca-Colaがそのレシピほど厳密に秘密にしていないことがある。ここではコカ・コー
ラの生み出す幸福の秘密を大公開。

<ノンアルコール飲料>
19

Twinings

“Gets You Back To You”

A cup of Twinings tea helps people to kick back and be at one with themselves. That is
the message conveyed by this spot in which a woman, after a boat trip on choppy
waters, finds her way back to the safety of the shore.

一杯のTwinings紅茶が、リラックスした自分に戻れるひと時を与えてくれる、というの
がこのCMのメッセージ。ボートに乗り荒波にもまれる女性が、最後には無事岸に辿り
着く。

<ノンアルコール飲料>
19

Sprite

“Skate ‘n’ Splash”

An interactive video for Sprite in which a skater jumps over a ramp on his board. While
he remains suspended in the air, users can decide which tricks he has to per- form
before crashing down into the water.
Spriteのインタラクティブ・ビデオ。スケーターが斜面をジャンプし水中に飛び込むが、
ユーザーはスケーターが空中で見せる技を選ぶことができる。
<コンピュータ>
21-23

Norton

“Anthem”, “Babies”, “Grandma”

Stuff you have stored on your computer is not just simply “stuff.” It is personal stuff
tracing the history of your life in home videos, photos or emails. Stuff that needs to be
protected with the Norton antivirus program.
あなたがコンピューターに保存しているものは、ただの「もの」ではない。映像、写真、
メールという形で人生が記録されている個人情報なのだ。こうした「もの」は、Norton
アンチウィルス・プログラムで守る必要がある。
<化粧品>
24

Penhaligon’s

“Juniper Sling”

This mockumentary shows what an effect the aphrodisiac fragrance “Juniper Sling”
produced by UK brand Penhaligon’s had in the Roaring 20s: saucy Charleston Girls,
scandalous parties, and the baby boom.
このモキュメンタリーは、UKのPenhalingonが作った「Juniper Sling」という媚薬フレ

グランスが、チャールストンを踊る女性たち、スキャンダラスなパーティーの数々、
ベビーブームという、狂騒の20年代にもたらした影響を描いている。

<化粧品>
25

Gillette Fusion Razor

“Shark”

A daring attempt to compare Gillette’s leading disposable razor with the Gillette Fusion
ProGlide. For this, two divers are intrepid enough to enter a shark cage to test which
razor is the better of the two.
Gilleteの使い捨てカミソリとFusion ProGlideを、大胆不敵な方法で比較した作品。2人
の果敢なダイバーが、どちらのカミソリの方が優秀かを競うべく、サメを間近で見るた
めに作られたケージ内でテストを行う。
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<化粧品>
26

Christian Dior

“J’adore”

Divas from a variety of different epochs get to meet one another. Actress Charlize
Theron is backstage getting ready for the runway show, the other models in the
spectacular line-up including Grace Kelly, Marlene Dietrich, and Marilyn Monroe.
あらゆる時代のディーバたちが一堂に集う。女優シャーリーズ・セロンがバックステー
ジでショーの準備をする中、グレース・ケリー、マレーネ・ディートリッヒ、マリリ
ン・モンローらも同じく準備に忙しい。
<化粧品>
27

Lynx

“Hot News Girl Gets Job Done”

A YouTube viral using a technique named “shortcut scrubbing.” You see a female TV
reporter interviewing a man, but if one clicks on the YouTube timebar and enters the
hotkey combination 5738, it appears that one is watching a blowjob.
「shortcut scrubbing」というテクニックを使ったYouTubeのヴァイラル広告。女性リポ
ーターが男性にインタビューしているが、YouTubeのタイムバーをクリックし、ホット
キー5738を入力すると、別な「お仕事」を連想させるという仕掛け。
<ファッション>
28

Lanvin

“Autumn/Winter 2011”

Lanvin is promoting this year’s Autumn/ Winter collection with a music video in which
models dance to Pitbull’s dance hit “I Know You Want Me (Calle Ocho).” Lanvin’s

creative director demonstrates his sense of humor by joining in.
Lanvinの今秋冬プロモーション映像は、Pitbullのヒットナンバー「I Know You Want Me
(Calle Ochoc)」にのせてモデルたちが踊るミュージックビデオ仕立て。Lanvinのクリエ
イティブ・ディレクター自らもダンスに加わり、ユーモアセンスを披露する。
<ファッション>
29

Wrangler

“Man’s Solution”

Women, upon glimpsing a cockroach, would probably scream and call for the pest
control officer. Wrangler proves that men react differently: they take the cockroach on a
tour of the apartment to show that there is nothing edible here for vermin.
女性がゴキブリを見つけたら、大騒ぎして害虫駆除を呼ぶかもしれないが、男性の場合
は違うとWranglerは唱える。ゴキブリを見つけたら、君が食べられそうなものは何もな
いんだよと教えるために、アパートの中を案内するのでは、と。

<食品>
30

Fiber One

“Cheech & Chong’s Magic Brownie Adventure”

Cheech & Chong, a US comedy duo from the 70s and icons of the hippie era, are
traveling the country in their hippie bus to sell “Magic Brownies.” As it happens, however,
these are high in fiber only.
70年代にヒッピーアイコンとして名を馳せたアメリカのコメディーデュオCheech &
Chongが、「マジック・ブラウニー」を売るべくヒッピー・バスで旅をする。もっとも、
今回高い（ハイ）のは繊維のみ。
<食品>
31

Müller Milk

“Wünderfull Stuf”

Müller Milch adds a touch of color to drab day-to-day life. The parking warden is
transformed into Yogi Bear, and the dour-looking businessmen into colorful characters
from the Mr. Men series. And, finally, Müller yoghurt turns the grey clouds into a rainbow.
Müller Milchがくすんだ日々に彩りを添える。駐車違反パトロール隊員はヨギ・ベアー
に、むっつり顔のビジネスマンはMr. Menシリーズのカラフルなキャラクターに変身す
る。仕上げにMüllerヨーグルトが雨雲を撃退し、虹をもたらす。

<食品>
32

Cadbury

“Twirly Gig”

This spot for chocolaty Twirl Bites from Cadbury features a rather weird contraption: a
revolving construction consisting of colorful fans, toys, and wind turbines.
Cadburyのチョコレート菓子Twirl BitesのCMは、色とりどりのファン、おもちゃ、風車
が乗った回転装置という、やや変わったアイデアを起用している。

<その他>
33

Pinacoteca Art Museum

“Le Curiosism”

The curiosity of a cat is there lurking inside each and every one of us. To satisfy this
curiosity, this spot recommends a trip to the Pinacoteca Art Museum in São Paulo.
ネコが持っているような好奇心は、私たち人間の中にも潜んでいる。好奇心を満たすた
めに、サンパウロのPinacoteca美術館に足を運んでみては、という内容。

<その他 >
34

Tate Britain

“The Great Day Of His Wrath”

A trailer to tie in with the exhibition of John Martin’s painting “Apocalypse” at the Tate
Britain. The British painter, who came to fame in the 19th century, is known for his
apocalyptical paintings reminiscent of science fiction films.
Tate Britainで開催されるJohn Martinの絵画「Apocalypse」展予告。Martinは19世紀に
活躍した英国の画家で、SF映画を思わせる黙示録的な画風で知られる。
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<その他 >
35-36

RBC/TIFF

“Boom”, “Helicopter”

RBC, sponsor of the Toronto International Film Festival, shows how useful it can be for
young filmmakers to have an “Uncle in Business.” Those unfortunate enough to be
without such uncles are supported by the Royal Bank of Canada.
トロント国際映画祭のスポンサーRBCは考える。若い映画作家に「ビジネス界の叔父」
というべき存在がいたらどんなに支えになることか。でもこんな富豪で顔のきく叔父が
いない人もご安心を。Royal Bank of Canadaがあなたの映画作りを支えます。

<写真>
37

Sony Cybershot

“Take Control”

The latest commercial for the new Sony Cybershot camera “highlights” the scene
recognition system, which will apparently adjust the settings automatically depend- ing
on the light situation.
Sonyの新CybershotカメラCMは、風景認識システムの紹介。写真を撮る場所の光状況
に応じて、カメラが自動調節してくれるというシステムのようだ。
<出版・メディア>
38

Canal+

“The Bear”

A bearskin-come-to-life is directing a movie. And why not indeed? It spent years lying in
front of the television watching the films shown on Canal+. That is education enough for
someone seeking to figure out what really matters when shooting a movie.
クマの毛皮が映画を撮る、という話。テレビの前に敷かれた毛皮は、Canal+が放映する
映画をもう長年見てきたのだから、不思議な話でもないだろう。この長年の視聴経験の
おかげで、映画を撮る時に何か重要かを見極める能力を培ったのだ。
<小売り>
39

French Connection

“I am the Suit”

The star of this commercial for French Con- nection is the suit, the camera focusing
solely on the garment, with the person wearing it being only secondary. The suit in
question is a snazzy piece, a go-getter that also gets on very well with the skirts.
French ConnectionのCMはスーツが主役である。着ている人は二の次で、カメラはスー
ツにひたすら焦点を当てる。ファッショナブルで合わせやすいこのスーツは、スカート
ともまた相性が良い。
<小売り>
40-42

L.L. Bean “BootMaker”, “BootTester”, “DeckHand”

Three spots for L.L.Bean, a producer of apparel and outdoor gear, giving us some
insight into the manufacture of the L.L.Bean Boots, and a glimpse of the lab in which
their quality is tested.
アパレル及びアウトドア用品を製造するL.L.Beanの3作品は、ブーツ製造の舞台裏や、
製品の質をチェックする工場の様子などを紹介。

<小売り>
43

ASOS

“The Urban Tour”

In this four-minute video for UK fashion portal ASOS, some outstanding street- dancers
present the new Autumn/Winter collection. A click on any one of the dancers launches a
longer performance and also reveals more about the fashion he is wearing.
UK発オンラインショッピングサイトASOSの4分に渡るビデオでは、卓越したストリー
トダンサー達が秋冬コレクションに身を包む。ダンサーをクリックすると長編映像を見
ることができ、さらに着ている服についても詳細が確認できる。
<小売り>
44

John Lewis

“Never Knowingly Undersold”

In this nostalgic commercial, depart- ment store chain John Lewis shows how important
a role its electronic devices and appliances have played in the lives of its customers over
the past decades.
デパートチェーンのJohn Lewisが送るノスタルジックなCM。ここ数十年の間、電子デ
バイスや電化製品が、人々の生活の中でいかに重要な役割を果たしてきたのかを伝える。
<小売り>
45

Best Buy

“Happy Morning”

In musical-like manner, a salesclerk from consumer electronics chain Best Buy is shot
on the way to work through the early-morning streets of London.

家電チェーンのBest Buyで働く店員が、早朝のロンドンで職場へと向かう姿を、ミュー
ジカルのように描いた作品。

<小売り>
46

Ikea

“Playfight”

A pillow fight between the couple shown here gets a little out of control, the whole thing
ending up with virtually every item in the bedroom being used in this playful encounter.
Pay-off: “Everything you need to go happy to bed.”
このカップルが見せる枕投げは、もはや収拾がつかない状態。結局寝室の全てのものが、
枕投げに使われてしまったようだ。
キャッチコピー「幸福な気持ちで眠るために必要なもの、全て揃っています」

<小売り>
P133
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Westfield Stratford City

“100 Years Style / East London”

This online spot is all about fashion in London’s East End district of Stratford. A couple
are dancing through the century in constantly changing costumes. All this to mark the
opening of the Westfield Stratford City Shopping Centre.
ロンドン・ストラトフォードのイーストエンドにおけるファッションに捧げられたオン
ライン広告。一組の男女が衣装チェンジをしながら、1世紀を踊り抜ける。最後は
Westfield Stratford Cityショッピングセンターのオープンで締めくくりとなる。
<小売り>
48

Ikea

“More Appliances”

Ikea now has so many cabinets, units and appliances to offer customers that this guy’s
climbing skills are really put to the test.
IKEAのキャビネット、ユニット、電化製品は種類がとことん豊富。おかげでこの男性
のクライミング術も、いよいよ試練の時を迎えています。

<サービス>
49

FedEx

“Hollywood”

A FedEx messenger delivers a cow’s heart to the hospital right in time for use in a
transplant procedure: in slow-motion, with 360° camera effect. Yet even if one leaves out
the special effects, a really important service still remains: the FedEx medical shipping
service.
スローモーションや360 パノラマ映像の中、移植のため、牛の心臓を時間内に届ける
FedExの配達員。特殊効果を取り除いたとしても、本当に重要なサービスは生き残るの
だ。FedEx医療輸送サービス。

<サービス>
50-54

EF Language Schools

“Live The Language”

These five spots present profiles of 5 students arriving in different cities – Paris, Beijing,
Los Angeles, Vancouver, Sydney. The students attend courses at the EF lan- guage
school, meet new friends, and begin to live and breathe the new language.
パリ、北京、ロサンゼルス、バンクーバー、シドニーにやって来た5人の学生の様子を

映したCM。学生たちはEF語学学校に通い、新しい友人に出会い、新しい言語で新たな
一歩を踏み出す。
<サービス>
55

Orange

“Hussars”

This lavishly shot commercial for Orange disguises itself as a trailer for a film about
hussars in order to promote the Orange Cineday, on which people are allowed to take a
friend to the movies for free.
まるで軽騎兵映画の予告編であるかのごとく展開するOrangeの壮大なコマーシャル、
実は一人が映画鑑賞券を買えばもう一人は無料という、Orange Cinedayサービスの紹
介。
<社会 & 環境>
56

MCAC

“Rhian Touches Herself”

In this spot for MCAC, an organization fighting cancer, model Rhian Sugden
demonstrates in highly vivid fashion how testicular cancer can be detected at an early
stage.
抗がんを訴える団体MCACのCM。モデルのRhian Sugdenがきわどいファッションに身
を包み、精巣癌の早期発見方法を説明している。
<社会 & 環境>
57

AIDES

“Clever Dick”

It is simply staggering what things this guy’s penis can do: it can write, defuse bombs,
and even paint. Pay-off: “Clever dicks protect themselves.”
この男性の性器ができることは驚くべきことばかり。文字も書ければ爆弾処理もできる、
さらに絵を描くことさえも。キャッチコピー「賢い性器は自身を守る」

<スポーツ用品>
58

Nike

“Yards World Champions Cut”

Intercut material from news footage and jubilant fans serve to convey the great joy that
swept through India when its team won the 2011 Cricket World Cup.
インド代表が2011年クリケット・ワールドカップを制した際、国中が歓喜に湧いた様子
を、ニュース映像を交えながら仕上げた作品。

<スポーツ用品>
59

Nike Sunfeast World 10k

“No Spectators”

In India Nike is calling on people to attend a festival of running where they are invited to
play an active part in proceedings!
誰もが積極的に参加してほしいとインドのNikeが呼びかける、ランニング・フェスティ
バルの告知。

