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<AV>

Clamper

Don’t let the fun end before it’s over. Protect your electronics.
Campaign for Clamper surge protection, a unit that secures electronic devices against
lightning.
楽しい時間は最後まで逃さぬように。 あなたの電子機器を守りましょう
稲妻から電力機器を守るClamperのサージ防衛機器キャンペーン広告
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<自動車>

Renault

Renault Vans . 4 million fans in Europe
Renault Vans。ヨーロッパに400万人のファンを持つ
P18

<自動車>

Mitsubishi Motors

See with you own eyes what Mitsubishi L200 Triton’s strength and endurance can do.
An ad without any photo manipulation.
Scanning the QR code takes you to the making-of video of this print ad.
三菱L200 Tritonの強度と持久力が可能にすることを、その目で確かめて下さい
これは画像加工無しの広告です
QRコードをスキャンして、このポスターのメイキング映像をご覧下さい
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<自動車>

Base Batteries

Campaign for Base batteries, power backup systems, and inverters.
Baseバッテリー、パワーバックアップ（予備発電装置）、インバーターの広告
P20

<自動車>

Audi

The sharper drive
さらに切れ味のいいドライブを
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<自動車>

Ford

Never miss a sign.
Campaign for the innovative Traffic Sign Recognition System featured in the new Ford
Focus.
標識を見逃すな
新Ford Focusに搭載された、画期的な道路標識認識システムの広告
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<自動車>

Fiat

New 500 Twinair. Everyday fun.
Campaign for the new Fiat 500.
新500 Twinair。毎日を楽しく
新Fiat 500のキャンペーン広告
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<自動車>

Lamborghini

‘If you slam on the brakes at 100KM/H, you come to a halt in just 30 meters.
Your eyeballs should then pop back into their sockets.’
‘The acceleration is apocalyptic. It can deliver pure delirium on demand.’
The new 700 HP Lamborghini Aventador. The truth hurts.
「時速100キロで急ブレーキを踏めば、30メートルで停止する
そして目玉が眼窩に収まる」
「アクセルは黙示的だ。いつでも純粋な精神錯乱を得られる」
新700HP Lamborghini Aventador。事実は痛い
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<自動車>

Volkswagen

Volkswagen Trucks. Custom-made for your cargo.
Volkswagen トラック。あなたの貨物に合わせお仕立てします
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<自動車>

Troller

Nature has no guarantee. Your Troller does.
Troller T4. Now with a 2-year warranty.
自然に保証はないが、Trollerは保証付き
Troller T4。今なら2年の保証付き
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< 銀行・保険 >

SunCorp Bank

Protect yourself from the ups and downs of farming.
Campaign for special loans available to farmers from SunCorp Bank.
収穫量の浮き沈みから身を守りましょう
SunCorp銀行による、農家向け特別ローンのキャンペーン広告

P30

< 銀行・保険 >

Swiss Life

For all life’s twists and turns. Flexible financial plans.
Campaign for Swiss Life’s life insurances.
- I love my house now belongs to my ex-wife.
- She’s my everything went wrong.
- I never want children are great.
- You are the only woman I love a man now.
人生の紆余曲折に、柔軟なファイナンシャル・プランを
Swiss Lifeの生命保険広告
-大好きな我が家、今や元妻の持ち家
-彼女は僕のすべて、が災いの始まり
-子供は欲しくなかった、が素晴らしい
-君が唯一の女、今は男を愛してるけど
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< 銀行・保険 >

Bank Forum

Happy Hour. German Style.
Pay-off: Banking. German Style.
ドイツ流

楽しい時間

ドイツ流

銀行業

Mystery. German Style.
Pay-off: Banking. German Style.
ドイツ流

ミステリー

ドイツ流

銀行業

Hysteria. German Style.
Pay-off: Banking. German Style.
ドイツ流

ヒステリー

ドイツ流

銀行業

Campaign for the Bank Forum Commerzbank Group.
Bank Forum Commerzbank Groupのキャンペーン広告
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< アルコール飲料 >

Guinness

What every man really wants for Christmas.
世の男達がクリスマスに本当に欲しいもの
P35

< 子供用品 >

Faber Castell

Powered fingers.
Campaign for Faber Castell plasticine.
力強い指先
Faber Castell塑像用粘土の広告
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<CI>

Metro Group

Campaign for the Metro Group retailing company.
流通企業Metro Groupのキャンペーン広告
1) A salami is a salami is a salami. Unless you sell it in Hungary.
Make a difference. Know the difference.
サラミはサラミ、所詮サラミ。ハンガリーで売るのでなければ
違いを知って、ひと味違ったサービス展開を
2) Before a farmer cultivates, who cultivates the farmer?
Sustainable trade. Sustainable growth.
農家が育てあげる前に、誰が農家を育てるのか持続可能な取引を。持続可能な発展を
3) Since Autumn 2010 we’ve been selling them flat screens, tumble dryers, extension
leads and Tokio Hotel. Media market conquers Shanghai
2010年秋以来、我々は液晶型テレビ、ドラム式乾燥機、延長コード、そしてトキオ・
ホテル(ドイツのポップバンド）を彼らに販売している。Media Market上海上陸
4) When a giant wakes up, you had better be prepared for breakfast.
巨人が目覚める時、朝食は支度済みであるようにおはよう、中国！100店舗開店も間近
P39

< 化粧品 >

Colgate

A cavity ruins everything.
Campaign for Colgate toothpaste.
一本の虫歯ですべてが台無しに
Colgate歯磨き粉の広告
P40

< 化粧品 >

Expertwhitening

She wore an itsy bitsy teeny weeny polka dot bikini. Removes Yellow
彼女は小さな水玉のビキニを着ていた。黄ばみを取ってみよう
Follow the brick road. Removes Yellow
れんがの道を行こう。黄ばみを取ってみよう
Campaign for Expertwhitening brand tooth whitener.
Expertwhiteningのホワイトニング（歯牙漂白）広告
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< 化粧品 >

AXE

The AXE effect
AXEの威力
P41

< 化粧品 >

Kanechom

Dandruff is constantly expanding.

フケは絶え間なく増え続ける
Campaign for Kanechom brand anti-dandruff shampoo.
Kanechomのフケ防止シャンプー
P43

<エンターテイメント>

Sony PSP

Campaign for the Sony PlayStation Portable.
Sony PlayStation ポータブルのキャンペーン広告
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<エンターテイメント>

Jump In.

飛び込め
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<エンターテイメント>

XBOX 360

Pictionary

Campaign for the word-guessing game Pictionary.
言葉当てゲーム Pictionary のキャンペーン広告
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<エンターテイメント>

Scrabble

In the beginning there was “Dancer.”
In the beginning there was “Puppet.”
Pay-off: Scrabble – A different world every time.

初めに「ダンサー」ありき
初めに「指人形」ありき
コピー： Scrabble やるたびに別世界
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<ファッション>

Pretty Polly

“BOOM”
“POW”
Statement tights by Pretty Polly
Campaign for Pretty Polly’s collection of tights designed in collaboration with fashion
label House of Holland.
‘ボーン’
ʻバーンʼ
Pretty Pollyのデザイン・タイツ
ファッションレーベル House of Hollandとのコラボレーションによる
Pretty Pollyのデザイン・タイツ・コレクションのキャンペーン広告
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<ファッション>

Arturo Calle

DYED
WASHED
RIPPED
Campaign for the own-label denim collection of fashion retailer Arturo Calle.
染めて、洗って、裂いて
ファッションレーベル Arturo Calleの自家製ブランドのデニム・コレクションの
キャンペーン広告
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<ファッション>

Wonderbra
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< 食品 >

Wvrst

We take your favourite animals and turn them into sausage.
Campaign for Wvrst, a restaurant that offers homemade sausages.
お好きな動物をソーセージに
ホームメイド・ソーセージのレストランWvrstのキャンペーン広告
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<食品>

Frozen Dutch

- Mandarin sorbet.
- Chocolate walnut nougat ice-cream.
- Raspberry vanilla kletskop ice-cream.
“Kletskop” is a traditional Dutch cookie that tastes like a very crunchy and sugary almond
cookie. Double meaning: Kletskop also means “blabbermouth.”
- Lemon sorbet.
- Carrot ginger sorbet.
Campaign for Frozen Dutch brand organic ice-cream.
-マンダリン・シャーベット
-チョコレート・ウォールナッツ・ヌガー・アイスクリーム
-ラズベリー・バニラ・レースクッキー・アイスクリーム
-レモン・シャーベット
-キャトット・ジンジャー・シャーベット
Frozen Dutchブランドのオーガニック・アイスクリームのキャンペーン広告
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<食品>

Magnum

- Preposterously overfilled with stuff. The new Magnum Temptation Orange.
- Insanely overfilled with stuff. The new Magnum Temptation Chocolate.
- Ridiculously overfilled with stuff. The new Magnum Temptation Fruit.
Campaign for Magnum ice cream.
- 途方もなく素材がぎっしり。新Magnum、誘惑のオレンジ
- 尋常じゃなく素材がぎっしり。新Magnum、誘惑のチョコレート
- 馬鹿らしいほど素材がぎっしり。 新Magnum、誘惑の果実
Magnumアイスクリームのキャンペーン広告
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<食品>

Fluff & Stuff Cookies

Your inner desires. Right in the middle.
Campaign for Fluff & Stuff Cookies.
内なる欲望。ど真ん中にサンド
Fluff & Stuff Cookiesのキャンペーン広告
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<ハウス&ガーデン>

Mosbito

Mosbito plasters make you scary for mosquitoes.
Campaign for Mosbito plasters
蚊も震えるMosbito plasters
Mosbito plastersのキャンペーン広告
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<ハウス&ガーデン>

Hakle

See you later.
Made from 100% recycled paper.
This full-page ad for Hakle natural paper appeared in Swiss magazines and
newspapers.
後ほどお会いしましょう
100%再生紙使用
スイスの雑誌、新聞向けのHakleナチュラルペーパーのフルページ広告
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<ハウス&ガーデン>

Pipican

Teach your dog where to pee.
Campaign for Pipican, a spray used to teach dogs where to urinate.
Produced by MSD, a manufacturer of animal healthcare products.
あなたのワンちゃんにおしっこの場所を教えましょう
犬におしっこの場所を躾けるスプレーPipicanのキャンペーン広告
動物ヘスルケア商品のMSDプロデュース
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<ハウス&ガーデン>

Bounty

Ad for Bounty reusable paper towels.
お徳用ペーパータオルBountyの広告
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<ハウス＆ガーデン>

Armstrong

The most realistic vinyl floors on earth.
Campaign for Armstrong, a vinyl sheet floor producer.
地上で最もリアルなビニール・フロア
ビニール・シート・フロア・メーカーArmstrongのキャンペーン広告
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<ペットフート>

Master Dog

Free Your Dog.
Campaign for Master Dog light
あなたの犬を解放してやりなさい
Master Dogライトのキャンペーン広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Eno

Sheep – Food. No coming back.
Chicken. – Food. No coming back.
Ad for Eno brand digestive tablets.
羊 – 食べ物、二度と戻らず
チキン – 食べ物、二度と戻らず
Enoブランドの消化促進剤の広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Imodium

Don’t let diarrhea be the only memory of your holidays.
Campaign for Imodium brand diarrhea medicine.
下痢を休暇の唯一の思い出にしないでください
Imodiumブランドの下痢止め薬のキャンペーン広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

FitoSonno

You can’t eliminate your problems, but you can sleep well with them.
Campaign for FitoSonno brand food supplement to aid sleep disorders.
問題を解決はできませんが、問題を抱えてぐっすり眠れます
睡眠障害を軽減するFitoSonnoブランドのサプリメントのキャンペーン広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Tendinol

It alleviates the pain produced by the daily typing.
Ad for a tendinitis treatment.
日々のタイピングによる痛みを緩和します
腱鞘炎鎮痛剤の広告
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< 医薬品& OTC医薬品 >

Maalox

Stop the unenjoyable rides.
Ad for Maalox, a pyrosis treatment.
浮かない旅はもうやめよう
胸焼け防止薬Maaloxの広告
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<公共行事>

French Film Festival 2011, Alliance Française

Campaign for the French Film Festival 2011 in Australia.
オーストラリアで開催されたフランス映画祭2011のキャンペーン広告
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<公共行事>

Volksbühne Theatre, Berlin.

Icke – The Opera. (A Musical) by Icke & Er.
The Gambler, based on the novel by Fyodor Dostoyevsky.
The Sun. (Directed by) Olivier Py.
Kill Your Darlings. Directed by René Pollesch.
Rosmersholm (by Henrik Ibsen).

Posters for the Volksbühne theatre in Berlin.
オペラ（ミュージカル）「アイク」（Icke＆Er作）
賭博者（フョードル・ドストエフスキー原作）
太陽（オリヴィエ・ピィ演出）
ダーリンを殺せ（レネ・ポレッシュ演出）
ロスメルスホルム（ヘンリック・イプセン作）
ベルリンの Volksbühne シアターのポスター
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<公共行事>

CowParade, Brasil

Art imitates life but no one should try to imitate the cow parade.
At first the cow parade was going to be called the lion parade but we had to make a few
small adjustments.
This is how we got the idea of using cows.
Campaign for the CowParade, a public art event during which statues of animals painted
by different artists are exhibited.
アートは人生の模倣だが、カウパレードを模倣するのはやめたほうがいい
カウパレードはライオンパレードと呼ばれるはずだったが、微調整が必要となった
こういう訳で、牛が使われることになった
様々なアーティストの描いた動物の彫像が展示されるパブリックアート、カウパレード
のキャンペーン広告
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<公共行事>

Musée Rodin, Paris

Ad for the “Capturing The Model” exhibition of 300 sketches by Auguste Rodin at the
Musée Rodin, Paris.
パリのロダン美術館で、オーギュスト・ロダンによる300のスケッチを展示する「モデ
ルを捉える」展の広告。
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<公共行事>

“Contagion” release, Toronto

Bacterial “poster” to promote the viral pandemic film “Contagion”.
Giant petri dishes were inoculated with fungi and bacteria that grew from being nearly
invisible to reveal, eerily, the name of the movie.

ウイルス感染映画「伝染」を宣伝するバクテリア・ポスター
巨大なペトリ皿に、目に見えない細菌とバクテリアを接種し、やがて不気味な映画の
タイトルが現れる
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< 出版・メディア >

Cultura TV

Watch the news with no distortions.
Campaign for Cultura TV, a Brazilian television broadcaster.
バイアスのないニュースを観よう
ブラジルのテレビ放送会社 Cultura TVのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Bookdealers

Biographies.
Campaign for Bookdealers, a bookseller specializing in secondhand and remaindered
books, publishers’ returns, etc.
伝記
中古、安価本、出版社返品本を専門にした書店Bookdealersのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Pasaka Cinema Boutique

Movies without disruptions.
Campaign for Pasaka Cinema Boutique, a cinema in Vilnius, Estonia.
邪魔の入らない映画を
エストニア、ヴィリニュスの映画館 Pasaka Cinema Boutiqueのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Welt Kompakt

- Silvio Berlusconi invited Vladimir Putin to use Mafia Wars
- North Korea has poked South Korea
- Sepp Blatter Qatar!
(Sepp Blatter is president of FIFA, soccer’s international governing body. The 2022
World Cup is to be staged in Qatar.)
- Nicolas Sarkozy likes Nicolas Sarkozy

Short. Different. Printed.
Campaign for German daily Welt Kompakt.
- シルヴィオ・ベルルスコーニが、マフィア戦の利用をウラジミール・プーチンに持ち
かけた
- 北朝鮮が韓国にちょっかいを出している
- ゼップ・ブラッター、カタール!
(ゼップ・ブラッターは、FIFA(国際サッカー連盟)会長。2022年ワールドカップは、
カタールで開催予定。)
- ニコラ・サルコジはニコラ・サルコジが好き
簡潔、異色、印刷物
ドイツの日刊紙Welt Kompaktのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Playboy

Pleasure in your hands.
Campaign for Playboy Magazine.
手の中の楽しみ
Playboy Magazineのキャンペーン広告
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< 出版・メディア >

Swiss Press Association

Only those who read get smarter.
Campaign for the Swiss Press Association.
読んだ者だけ賢くなる
Swiss Press Association のキャンペーン広告
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<小売り>

The Boobie Trap

We can end the horror.
We can stop every woman’s worst nightmare.
Campaign done in the style of horror movie posters for The Boobie Trap, a bra boutique.

恐怖に終止符を打ちます
すべての女性の最も恐ろしい悪夢を終わらせます
ブラジャーブランド The Boobie Trapがホラー映画のポスターのスタイルで行った
キャンペーン広告
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<小売り>

IKEA

Takes a lickin’ and keeps on looking freakin’ fantastic.
Kiss the cook. And the cabinets.
Look great at the ring of doorbell.
The way it looks is just the appetizer.
Campaign for IKEA kitchens and interiors.
改良し、追及し続けて、めちゃファンタスティック
シェフにキスを、そして収納棚にも
来客があれば、完璧
見かけは前菜にすぎない
IKEAのキッチン＆インテリアのキャンペーン広告
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<小売り>

Corre Cutia

Campaign for Corre Cutia, a children’s bookstore in São Paulo.
サンパウロの子供の書店 Corre Cutiaのキャンペーン広告
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<小売り>

Sears Optical

Campaign for Sears Optical.
眼鏡・コンタクトレンズのSears Opticalのキャンペーン広告
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<小売り>

Yebhi.com

Your best friend’s mother’s sister’s daughter’s classmate’s mother thinks you look fat in
the new dress ? We’ll take it back. No question asked return policy.
親友のお母さんの妹の娘のクラスメイトのお母さんが、あなたの新しいドレスが太って
見えるですって？どうぞ返品してください。返品理由は問いません

Patience is a virtue. But why stretch it? 48 hour delivery.
忍耐は美徳。でもなぜ耐えなきゃいけないの？ 48時間でお届け
Fashion from around the world. Food from your mom’s kitchen. Shop from convenience
of your bedroom.
世界からのファッション、ママのキッチンからの食事。自宅のベットルームでショッピ
ングを
Discounts on almost everything. Shopping absolutely free. Free shipping.
ほとんど全品ディスカウント。送料は完全無料
We don’t use ships to deliver. So, no shipping charges. Free shipping.
お届けにシップ（船）は使いません。ですからシッピング（送料）は無料です
Parking available on your couch. Shop from the convenience of your bedroom.
あなたのソファーにパーキング。 自宅のベットルームでショッピングを
No cool dudes to check out? Check out some cool boots instead. Shop from anywhere
anytime.
チェックすべきクールなイケメンがいないですって？だったらクールなブーツでもチェ
ックしなさい。いつでもどこでもお買い物
Shopping makes her happy. Do it in the bedroom. Shop from the convenience of your
bedroom.
ショッピングで彼女はハッピー。自宅のベットルームでショッピングを
Campaign for an online store.
オンラインストア Yebhi.comのキャンペーン広告
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<小売り>

Fleischer’s

Campaign for Fleisher’s, a butcher’s shop in New York that sells only products from local
farmers who have raised their animals organically or on a grass-based diet.
有機飼料で家畜を育てる地元の農家からの製品のみを売るニューヨークの肉屋、
Fleisherʼsのキャンペーン広告
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<小売り>

Japi Jane

Campaign for JapiJane, a sex toy boutique.
大人のおもちゃを扱うブティック JapiJaneのキャンペーン広告
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<サービス>

Empordaigua

Impossible! It can’t be true! There are no equal drops.
Empordaigua is a company specializing in water design and technology. It provides
super-low mineralization water treatment solutions, matching water types to each and
every need.
ウソ！信じられない！一粒として同じ滴がないなんて
Empordaiguaは水のデザインとテクノロジーを専門とする企業。各種要望に応じて
相応しい水を判断しながら、超低鉱水処理を提供します
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<サービス>

Roto-Pat

God, Allah, Buddah, Shiva, We clean up after all of them.
Poster for Roto-Pat, a company offering carpet-cleaning services but also clean-up after
water and fire damage, e.g. in the wake of a hurricane.
神、アラー、ブッダ、シバ、彼らの分もすべてキレイにしてきました
カーペット・クリーニングおよび、ハリケーン後などの水害・災害の後始末を行う業者
Roto-Patのポスター広告
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<サービス>

karriere.at

- The Intrigue-Weaving Spider (i.e. one plotting against others)
- 陰謀スパイダー（陰謀という巣を張り巡らす人物）
- The Seat-Sawyer (i.e. an employee aspiring to be boss by sawing at the legs of his
superior’s chair).
- シート・ソーヤー（上司の椅子の脚をのこぎりで切り、ボスの座を奪おうと企む社員）
- The Cementhead.
- セメント頭
- The Maggot-Maker (i.e. one who runs others down and finds fault in everything).
- マゴット・メーカー（何事においても他者をつかまえてはあら探しをする人物）

- Queen Viper (i.e. an inveterate and sharp-tongued gossiper).
- クイーン・ヴァイパー（毒舌なゴシップ好き）

- The Apparatchik.

- お役人
- The Slacker.
- スラッカー（怠け者）
- Mr Teflon (i.e. one always able to avoid blame or criticism).
- ミスター・テフロン（批判や責任逃れの上手い人物）

Campaign for an online recruitment platform.
オンライン雇用サイトのキャンペーン広告

P99

< 社会 & 環境 >

DEA (Drug Enforcement Administration)

Campaign for the surviving dependents fund of the DEA (Drug Enforcement
Administration).
DEA（麻薬取締局）による遺族基金のキャンペーン広告

P100

< 社会 & 環境 >

Raising The Roof

If this poster were a homeless youth, most people wouldn’t even bother to look down.
もしこのポスターが若いホームレスなら、ほとんどの人が視線を下ろしもしないだろう
Down here. A bad place for a poster. An even worse place for a homeless youth.
この地べた。ポスターにも悪い場所だが、若いホームレスにはなお悪い場所だ
Campaign for Raising The Roof, an organization fighting homelessness amongst youths
in Canada.
カナダで若い世代のホームレス問題に取り組む組織 Raising The Roofのキャンペーン
広告

P101

< 社会 & 環境 >

Aids-Hilfe Hamburg

Better with a condom! Campaign for Aids-Hilfe Hamburg, an organization providing
information about the dangers of HIV infection and other STDs.
コンドームを使うこと！
HIV感染や、その他STDの危険性を呼びかける組織 Aids-Hilfe Hamburgのキャンペー
ン広告

P102

< 社会 & 環境 >

Cepia

Cepia. Drive carefully. Live longer.
Safe driving campaign from Cepia, a non-governmental, nonprofit organization.
Cepia。安全運転で、より長生きを
非政府・非営利組織Cepiaの安全運転キャンペーン広告

P103

< 社会 & 環境 >

Evergreen

Bring back nature to your city. Get involved at Evergreen.ca
Evergreen is a national charity encouraging people to deepen their connection with
nature by getting involved in, for example, greening projects in the city.
あなたの街に自然を取り戻そう。Evergreen.caからご参加を
Evergreenは、都市部の緑化プロジェクトへの参加など、人々に自然との関わりを深め
ることを呼びかけるナショナル・チャリティー
P104

< 社会 & 環境 >

Majlis Manch

Campaign against domestic violence by Majlis Manch, an organization seeking to
protect women’s rights in India.
インドで女性の権利を守る活動を行う組織 Majlis Manchによる、ドメスティック・
バイオレンス反対キャンペーン広告

P104-105 < 社会 & 環境 >

Bahia’s Gay Group

To be a homosexual doesn’t change anything. Bahia’s Gay Group.
ホモセクシャルだからといって、何かが違うわけではない Bahia’s Gay Group

P105-106 < 社会 & 環境 >

Amnesty International

Campaign against capital punishment by Amnesty International
Amnesty Internationalの死刑反対キャンペーン広告

P107

< 社会 & 環境 >

Panhellenic Animal Welfare Federation

Please clean up after you dog.
飼い犬の後始末をしっかりと
Anti-fouling campaign from the Panhellenic Animal Welfare Federation.
Panhellenic動物保護連盟による環境汚染防止キャンペーン広告

P108

< 社会 & 環境 >

Placiau.lt

All together you can share the change.
Public awareness campaign educating young people about their rights and encouraging
them to take civic action.
君も立ち上がって、変化をわかち合おう
若者に権利を説き、市民活動に参加するよう奨励する、国民意識改善キャンペーン広告

P109

< 社会 & 環境 >

NSW Australia

We wish we didn’t have to show these ads.
Safe driving campaign from NSW Australia.
こうした広告を見せる必要がなければよいのに
NSWオーストラリアの安全運転キャンペーン広告

P110

< 社会 & 環境 >

Frank

- Is skunk stronger than badger?
(Skunk is a term used to describe stronger forms of cannabis.)
- How long is a line of Coke?
(Coke is, of course, another name for cocaine.)
- Does Meow Meow have whiskers?
(In the UK, Meow Meow is another name for Mephedrone.)
Campaign for Frank, an organization seeking to educate people about drug abuse.

- スカンクはアナグマよりも強い？
（スカンクはより強力な大麻のこと。）
- コークのコネクションはどれくらい長い？
（コークとは勿論コカインの別名。）
- ニャーニャーにはひげがある？
（UKでは「ニャーニャー（猫の鳴き声）」とはメフェドロンの別名。）
薬物に関する正しい知識を教育する組織 Frankのキャンペーン広告
P111

< スポーツ用品 >

Nike

You are a runner
Run unleashed
君はランナーだ
解き放たれて走れ
Campaign for Nike designed to arouse the urge to run in young people.
若者の走りたい衝動を駆り立てるように制作されたNikeのキャンペーン広告
P112-113 < スポーツ用品 >
LifeTime
Campaign for the Alpha Showdown, a sporting event organized by LifeTime, a chain of
gyms and health clubs.
ジムやスポーツクラブのチェーン LifeTimeが主催するスポーツイベント、Alpha
Showdownのキャンペーン広告
P114
< スポーツ用品 >
Hamburg Freezers
Our toughest defense is standing behind the goal.
我らが最強のディフェンスはゴールの後ろに立っている
The plexiglas isn’t there to protect the fans but our opponent.
– Hamburg Freezers. We are the North.
Campaign for the Hamburg Freezers, a German ice hockey team.
プレキシガラスが守っているのはファンではなく我々の敵である
ー Hamburg Freezers。俺たちこそが北の王者だ
ドイツのアイスホッケーチーム・Hamburg Freezersの広告

P115

< 旅行 & レジャー > Hans Brinker Budget Hotel

Apologies after 40 years
Sorry for being excellent in losing your luggage.
Sorry for being the best in ignoring your complaints.
Sorry for being amazing at disturbing you.
Sorry for being wonderful at not welcoming you.
Campaign for the Hans Brinker Budget Hotel, Amsterdam.
40年の歴史上初の謝罪
お客様のお荷物紛失に長けていて申し訳ございませんでした
お客様の苦情に「聞く耳持たず」で右に出る者がなく、申し訳ございませんでした
お客様のお邪魔が得意で申し訳ございませんでした
お客様の冷遇が見事で申し訳ございませんでした
アムステルダムにあるHans Brinker Budget Hotelのキャンペーン広告

P116-117 < 旅行 & レジャー > Tier Park Zoo, Goldau
Uncage your kids.
Campaign for a zoo in Goldau, Switzerland.
子供達を檻から出してあげよう
スイス、ゴルダウにある動物園のキャンペーン広告

P117

< 旅行 & レジャー > Axel Hotels

Anything can happen.
Poster for the axel hotels, a gay chain positioning itself as “heterofriendly”, in response
to hotels claiming to be “gay-friendly”.
旅先では何だって起こる
同性愛者専用ホテル Axel Hotelsのポスター
「ゲイフレンドリー」をうたうホテルに対し、「ヘテロフレンドリー」を提唱する

P118

< 旅行 & レジャー> Calgary Zoo

Every visit inspires.
Campaign for Calgary Zoo.
出かけるたびに刺激的
Calgary動物園の広告

In memory of top German photographer Mats Cordt, who died in December 2011, we
feature on this and the following page a selection of campaigns to which he contributed.
2011年12月に逝去したドイツを代表する写真家Mats Cordtを偲んで、本ページから
２ページに渡り、彼が携わった広告を紹介します

P119

<クラシック>

Coco de Mer

A 2004 ad for Coco de Mer Erotic Shops.
大人のグッズショップCoco de Merの2004年度広告

P119

<クラシック>

BMW

Year: 2004. Ad for the BMW X5 4.8is.
2004年発表。BMW X5 4.8isの広告

P120

<クラシック>

Eurostar

At 7:58, you are in London. Board at 6:22 at the Gare du Nord and you will arrive at
Waterloo in great shape at 8:00 local time.
Year: 2005.
午前7時58分、あなたはロンドンにいる。パリ北駅を午前6時22分に出発すれば、午前
8時には、もうウォータールー駅に
2005年度キャンペーン
With outstanding punctuality. With Swiss precision, Eurostar today has the best
punctuality record between Paris and London.
ずばぬけた正確さ。スイスの精度を取り入れ、現在ユーロスターはパリ ‒ ロンドン間
を最も時間に正確に走行しています

P120

<クラシック>

Baygone

A 2004 campaign for a cockroach pesticide.
2004年に発表されたゴキブリ殺虫剤の広告
P123

<学生コンテスト>

Greenpeace

Oceans have good reasons to be scared.
海が怖がるのも当然だ

P123

<学生コンテスト>

Stihl

Precisely powerful.
精密にパワフル

P124 (top) <学生コンテスト>

State Farm Insurance

Ad for the TextMeNot mobile application.
TextMeNot携帯アプリの広告
P124 (L)

<学生コンテスト>

Julius Meinl Coffee

Harold: “Milena, do you want to marry me?” Milena “likes this.”
Some questions are better asked over a cup of coffee.
Ad for Julius Meinl brand coffee.
ハロルド「ミレーナ、僕と結婚してくれる？」
ミレーナが「いいね！」と言っています
コーヒーを飲みながら訊いた方がいい質問もある
Julius Meinlコーヒーの広告

P124 (R)

<学生コンテスト>

O.N.E.

To contact customer support, put your message in a bottle and toss it into the nearest
southbound current.
カスタマーサポートに連絡を取りたければ、メッセージをボトルに入れて、最寄りの南
の海に投げ込めばいい
Campaign for O.N.E. coconut water.
O.N.E.ココナッツ・ウォーターの広告

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
123-124ページで紹介するのは2012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 01/12
< アクセサリー >
P127
1

Hermès

“Black Rider”

A black steed is the star of this aesthetically appealing spot for luxury brand Hermès,
which is using this image to evoke the company’s origins as a producer of superior riding
equipment.
高級ブランドHermèsがおくる美しい広告の主役は、一頭の黒馬だ。優れた馬具を生み
出すことからスタートしたブランドの原点を表現している。
< AV >
2

HTC

“Soundwave”

Super: “Feel every single beat.”
字幕：全てのビートを体感せよ
The sound quality of the new phone is so amazing that the lady in this spot has
everything she comes into contact with pulsate and vibrate to the beat of the
commercial’s soundtrack.
主人公の女性が触れるもの全てが、CMの音楽ビートに合わせて振動してしまうほど、
この新機種の音質は素晴らしい。
< AV >
3

Qualcomm

“The Bug Circus Generator”

The energy efficiency of the new Snapdragon smartphone microprocessors from
Qualcomm is demonstrated by having the devices charged by bugs on flea circus bikes
and other miniature equipment.
Qualcommによる新Snapdragonスマートフォン・マイクロプロセッサのエネルギー
効率がどれほどのものか、様々なミニチュア装置を使ったノミのサーカスによって披露
している。

4

Sony 3D

“Two Worlds”

“Don’t just watch. Feel.”
To the words of a poem by Leonard Cohen, a man and a woman fall in love at first sight.
The fact that the world around them is exploding into a thousand pieces doesn’t bother
them one little bit.
「ただ目撃するのではない。感じるのだ」
レナード・コーエンの詩にのせて、男女が一目で恋に落ちる瞬間を描く。たとえ周囲が
粉々に砕け散ってしまおうと、２人には互いしか見えていない。

<自動車>
5

BMW Lane Departure Warning “Heads”

When the driver’s mind begins to wander, the Lane Departure Warning feature from
BMW uses a vibration of the steering wheel to remind him of what he should really be
concentrating on.
運転手の意識が横道にそれると、BMWの車線逸脱警報システムはハンドルを振動させ
、今どこに意識を集中させるべきか警告してくれる。
<自動車>
6

Chevrolet

“Then and Now”

Chevrolet celebrates its centenary year with a spot building bridges between the past
and the present by means of clever juxtaposition.
創立100周年を祝し、Chevroletは現在の風景と写真を並列させる気の利いた手法で、
昔と今をつなぐCMを制作した。
<自動車>
7

Hyundai

“Winterkorn”

This spot features authentic, secretly filmed footage showing Volkswagen CEO Martin
Winterkorn at the Frankfurt Motor Show getting into a Hyundai and subsequently
berating his underlings.
フランクフルトのモーターショーにて、VolkswagenのCEO、Martin Winterkornが
Hyundaiに乗り、その後部下を叱責する様子を隠し撮りした作品。

<自動車>
8

Volkswagen Tiguan “Duel”

Two motorists are battling it out to grab the last-remaining parking space. Naturally, the
VW Tiguan, with its park assist function, runs out winner in this little duel.
唯一残っている駐車スペースを巡って2人の運転手が対決するが、当然ここは駐車支援
機能搭載のVW Tiguanが勝利を手にする。

P128
<自動車>
9

Nissan

“Damn Ponies”

What a good job that Nissan proves compelling on account of genuine horsepower and
not a bunch of damn singing ponies that drive one to distraction.
鼻歌を歌いながら気まぐれに運転するポニーの群れではなく、純粋な馬力が車を支えて
いると証明するとは、Nissanもなかなかやるものだ。
<自動車>
10

Volkswagen Beetle

“High Five”

There is not a single passer-by who, as seen in this commercial, doesn’t want to highfive anyone they see driving a new Beetle.
ご覧の通り、新しいBeetleでドライブしているのを見た通行人は、誰もがハイファイブ
をせずにはいられない。
<自動車>
11-13

Volkswagen

“Original Parts”

The auto-correct function on mobile phones is enough to drive you crazy – especially
when it causes you to text your son inadvertently saying that he was adopted or to talk
about somebody new when breaking off a relationship.
Super: “Never accept alternatives.”
携帯電話のオートコレクト機能には、あなたの生活を狂わせる可能性がある。例えば、
誤って、息子に「君は養子だ」と打ってしまったり、別れ話をしている最中に、第三者
の存在を匂わせるような顛末になってしまったり。
コピー：代用部品は一切使用しません

<自動車>
14

Volkswagen Sharan “Magic”

The new VW Sharan boasts so many features (e.g. automatic park assist function) that it
is easy to kid one’s daughters into believing you are a magician.
自分がマジシャンだと娘たちに信じ込ませることができるほど、新型VW Sharanには
あらゆる機能が搭載されている（例：自動駐車支援機能）。
<自動車>
15

Volkswagen Tiguan “Girls”

The new Tiguan is ideal for driving both in town and off-road. The driver is therefore able
to pick up his wife and her two girlfriends – complete with 5 bagfuls of shopping – before
heading off for a spin through some rougher terrain.
新型Tiguanは、街中もオフロードもドライブするのに最適。例えば5袋の買い物袋を抱
えた妻とその友人２人を迎えに行ってから、険しい山道をひとっ走りすることだって簡
単なのだ。
<自動車>
16-17

Volkswagen Touran “Playground”, “Hitchhiker”

Fortune alloyed with a little misfortune are the themes of these spots for the new sevenseater Touran. The upside, however, is that the vehicle is roomy enough to
accommodate both: a girl and her band as well as playground gear.
幸運と不運は紙一重、というのが新型7人乗りTouranのCMテーマだ。女性とその仲間
だって遊具だって、楽々乗れるスペースがあるというのが利点。

<自動車>
18

Renault Koleos

“Meerkats”

A pack of meerkats out in the savannah hear a Renault Koleos approaching and get
dressed up for the occasion. Voice-over: “Renault Koleos. Wildly civilized.”
サバンナに生息するミーアキャットの一群。そこへ１台のRenault Koleosがやって来
る音を聞きつけ、出迎えのため正装する。ナレーション「Renault Koleos。ワイルド
に上品。」

<自動車>
19

Volkswagen Tiguan “5.am”

The VW Tiguan gets from country to town so fast that the partner of the woman in this
spot does not even notice that she didn’t spent the night in the tent.
郊外から街中へも超高速で走り抜けることのできるVW Tiguan。そのスピードは、実
はこの女性がホテルで夜を明かしたことも相手に気づかせぬほど。
P128
< 銀行・保険 >
20

DKV Insurances

“Angry Neighbour”

A pensioner is carefully tending his rose garden when a neighbor suddenly guides a
remote-controlled helicopter into the area, destroying the flowers in slo-mo.
A commercial for private health insurer DKV.
ある年金生活者が自分のバラ園の世話に励んでいたところ、突然隣人のリモコン・ヘリ
が侵入、スローモーションの中、次々に花を破壊していく。
個人向け健康保険会社DKVのコマーシャル。
< 銀行・保険 >
21-23

ING Direct “

Vole”, “Donkey”, “Bear”

Three animated spots that borrow from the world of fables with tales of woe encountered
in their dealings with conventional “banks” as recounted by a mule, a bear, and a vole.
ING Direct, for its part, offers fast service, good advice, and excellent customer care.
ラバ、クマ、ハタネズミが「銀行」との交渉で味わった苦悩を語る、寓話風なアニメー
ションCM。その点ING Directであれば、迅速なサービス、適切なアドバイス、優れた
顧客配慮をご提供。
<アルコール飲料>
24

Shumensko Beer

“The Bulgarian Social Network”

This black–and–white video, done in the style of 1920s silent movies, shows how
Shumensko beer acts as Bulgaria’s Face- book: by fostering social life.
1920年代のサイレント映画的なスタイルで制作された白黒の作品。Shumenskoビー
ルが、いかにソーシャルライフの発展に貢献しながらブルガリアの「顔（フェイスブッ
ク）」として役目を果たしてきたのかを描く。

<アルコール飲料>
25

J&B

“Remix”

Electronic beats accompany viewers through Hong Kong by night, with the hands of the
DJ turning the city into a mixing desk.
DJの手が街をターンテーブルのように操り、電子ビートが視聴者を香港の夜へと誘う。
<アルコール飲料>
26

Johnnie Walker

“Rock Giant”

Rio de Janeiro’s Sugarloaf Mountain mutates into a living rock giant that comes to life
and starts walking, an image also intended to symbolize Brazil’s emergence as an
economic powerhouse.
リオデジャネイロのシュガーローフ・マウンテンが岩でできた巨人に変身し、歩き出す
。その姿は、経済大国として頭角を現すようになったブラジルを象徴する意味も持つ。
<アルコール飲料>
27-28

Norte

“Photoblocker”

The Norte Photoblocker is a beer chiller that spares people the hassle of subsequent
photographic evidence while partying.
パーティーで羽目をはずした鮮明な証拠から喧嘩に発展することを防いでくれるのが、
Norte Photoblokerのビール冷却機である。
<アルコール飲料>
29

Stella Artois

“Cidre”

In this sixties-style spot, the president of Stella Artois goes on camera to announce the
launch of a new product: cidre. Not cider. No! Cidre!
60年代風の作品。Stella Artoisの代表がカメラの前に立ち、新しい商品「cidre」を発
表する。シードル（cider）ではない。Cidreなのだ！と。

<ノンアルコール飲料>
30

Burn

“Never Extinguish”

In this spot for the Burn Energy Drink, four skateboarding pros – Rune Glifberg, Jonas
Skrøder, Hugo Maillard, and Dany Hamard – are seen in Buenos Aires skating into a
tornado of fire.
Burn Energy DrinkのCMで、Rune Glifberg、Jonas Skrøder、Hugo Mailard、
Dany Hamardの4名のプロスケートボーダーたちが、ブエノスアイレスの街中を、火
の竜巻に向かって進んで行く。
P130
<ノンアルコール飲料>
31

Yeo Valley

“Boyband”

The previous spot for Yeo Valley, a producer of organic dairy products, featured rapping
farmers. This time around, a boyband called The Churned sing the song “Forever,”
which – once again – is all about the delights of bucolic life.
オーガニック乳製品のYeo Valleyが前回お届けしたCMでは、農家たちがラップを披露
したが、今回はThe Churnedというボーイバンドが「Forever」という曲を歌う。今回
ももちろん内容は田舎生活の讃歌だ。
<コンピュータ>
32

Apple iTunes

“Covers”

To promote the fact that all Beatles albums can now be purchased on iTunes, this spot
creates a montage of the group’s famous album covers to the accompaniment of the
song “Magical Mystery Tour.”
ビートルズの全アルバムがiTunesで購入可能になったことから、このCMでは「
Magical Mystery Tour」の曲にのせて、有名なアルバムジャケットのモンタージュが
登場する。
<化粧品>
33

Lynx

“My Angel Girlfriend”

In their latest commercial, Lynx charmingly shows some of the complications one has to
face when in love with an angel. The soundtrack is the original rendition of Linda
Ronstadt’s very first hit single – “Different Drum” – from 1967.
Lynxの最新CMは、天使を恋人に持つ場合の難点を面白可笑しく描く。BGMは1967年
に発表されたLinda Ronstadtの初ヒットシングル「Different Drum」。

<化粧品>
34

Tempo

“Bike”

In this animated spot, a folded Tempo tissue serves as a paper marker sign. Riding after
a girl on his bike, a boy gives every passer-by who sneezes a Tempo.
Super: “Tempo. As Life unfolds.”
このアニメーションCMでは、折り畳まれたTempoティッシュが紙の代名詞として登場
する。女の子とともに自転車で出かけた主人公は、くしゃみをした人など道行く人々に
Tempoを差し出す。
字幕「Tempo。人生を開くように」
<ファッション>
35

Agent Provocateur

“Fleurs du Mal”

Stepford Wives meets lipstick lesbians in this glorious piece of nonsense for Agent
Provocateur’s new Soiree lingerie col- lection.
Agent ProvocateurのSireeランジェリー・コレクションCMは、「ステップフォード
ワイフ」とリップスティック・レズビアンが合わさったような壮麗さを醸し出す。
<ファッション>
36

Jack & Jones

“It’s Not Longer Safe Out There”

Men sporting Jack & Jones jackets are currently a much sought- after prey. That is why
the J&J guy in this interactive spot is handing out tips on how to evade the stalkers.
Jack & Jonesのジャケットを着た男性と言えば、今最も狙われやすい存在。だからこ
のインタラクティブ広告では、ストーカー対策の秘訣を伝授しよう。
<食品>
37-38

Isabelle Wedding Cake

“Boss”, “Landlord”

Maybe marrying is not such a bad idea after all. It does, after all, enable you finally to tell
the boss what you really think of him, or to put one over the grasping landlord, there now
being someone else to take care of you.
結婚というものは、やはり悪いものではないのかもしれない。自分の面倒をみてくれる
相手がいるとなれば、上司に本音を伝えることだってできるし、がめついオーナーを騙
すことだってできてしまうのだから。

<食品>
39-40

John West

“Lucky Pete,” “Combover”

Each can of John West fish comes with a code printed on it enabling users to trace the
exact origin of its contents. Beneath the code there is also an amusing story about one
of the trawlers and its crew.
John Westの缶詰にはコードが印刷されており、消費者はオンラインで中身の原産地を
知ることが可能だ。さらに、漁船とその乗組員の小話も掲載されている。
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<ハウス&ガーデン>
41

LG Kompressor Elite

“Something’s Lurking”

In theatrical fashion, toys lying around on the floor run for safety before the LG
Kompressor Elite vacuum cleaner gets to work - sucking up even the tiniest speck of dirt,
no matter how carefully hidden.
思わぬ場所に潜む、ほんの少しのホコリも逃さない – 映画のような本作では、LG
Kompressor Elite掃除機が近づく前に避難しようと、床に散らばったおもちゃ達が必死
の逃走を繰り広げる。
< 医薬品& OTC医薬品 >
42

Bactidol

“The Ring”

Scenes reminiscent of horror movie The Ring are experienced by the protagonist in this
commercial for Bactidol gargle. The product does, after all, give users a voice strong
enough to scream in horror movie scenes.
Bactidolうがい薬のCMは、ホラー映画「リング」を彷彿とさせる。この薬を服用すれば、
あなたの声もホラー映画の叫び声に匹敵するほど強力に。

<公共行事>
43

Akbank 21th Jazz Festival

“The Jazz Of The City”

When looking at the host city of Istanbul from above in this spot for the Akbank Jazz
Festival, one can see a jazz musician playing guitar on the Bosporus.
Akbank Jazz Festivalの予告。イスタンブールの開催都市を上から見下ろすと、やがて
ボスポラス海峡でギターを奏でるジャズ・ミュージシャンの図が浮かび上がる。

<公共行事>
44

La Jolla Fashion Film Festival

“Gourmet”

A video promo for the La Jolla Fashion Film Festival designed to whet the appetite of
visitors to this fashion film event. Bon Appetit!
映画祭を訪れる人々の欲望を刺激するような、La Jolla Fashion Film Festivalの予告編。
さあ召し上がれ！
< 出版・メディア >
45

BBC 1

“What A Wonderful World With David Attenborough”

This spot celebrates David Attenborough’s final BBC appearance by once again showing
spectacular scenes from his nature documentaries while he reads matching lines from
the Louis Armstrong classic “What A Wonderful World.”
David AttenboroughのBBC最後の出演を祝した作品。Davidが語るルイ・アームスト
ロングの名曲「What a Wonderful World」の歌詞をバックに、これまで彼が出演し
てきたネイチャー・ドキュメンタリー番組から壮大な場面の数々を映し出す。
< 出版・メディア >
46

Sonntagszeitung

“Middle East”

In this spot for Sunday newspaper “Die Sonntagszeitung” US secretary of state Hillary
Clinton is conducting superficial talks, while Benjamin Netanyahu and Mahmoud Abbas
reveal themselves to be childishly quarrelsome individuals. Super: “Time to discover.”
日曜版新聞「Die Sonntagszeitung」のCM。アメリカ合衆国国務長官のヒラリー・ク
リントンが建前の演説を展開する一方、ベンヤミン・ネタニヤフとマフムード・アッバ
ースは子供のように短気な本性を露呈する。字幕「今こそ発見の時。」
<小売り>
47-50

Apoteket : 15’’, 45’’, 45’’, 15’’

An amusing way to illustrate the huge amount of work our digestive organs have to do,
using the image of office workers disposing of shredded paper. It ends on a tip from
Apoteket, Sweden’s leading pharmacy chain.
社員がシュレッダーにかけた紙を捨てる様子を例に、私たちの消化器系がどれほどの仕
事をこなさなければならないのかを解説した面白い手法の作品。最後はスウェーデンの
トップ薬局チェーン、Apoteketによる助言で幕を閉じる。

<小売り>
51

Darty

“Fresca”

The wealth of options to choose from when buying a fitted kitchen at Darty is illustrated
in this stop-motion spot for the French household goods and furnishing chain.
フランスの家庭用品や家具のチェーン店・DartyのストップモーションCMは、キッチ
ンを購入する際も、Dartyなら豊富な種類の中から選択することができると紹介する。
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<小売り>
52

De Bijenkorf

“Personal Shopper”

A slim, superbly styled personal shopper bursts into tears because his customer has
decided to drop him in favor of a muscleman to act as her personal shopper for the
three-day end- of-season sales at the De Bijnekorf store.
細身で今時な格好をしたパーソナルショッパーが突然泣き出す。なんでも彼の顧客が、
De Bijnekorfのシーズン最終3日間セールのために彼を解雇し、新たなパーソナルショッ
パーとしてボディガードを雇ったからだとか。
<小売り>
53

Harvey Nichols

“Walk Of Shame”

As Christmas parties in Britain often degenerate into a wild alcoholic binge, Harvey
Nichols gives advice on how the embarrassing “Walk of Shame” home can be made to
look a little less shabby – by, of course, wearing one of the elegant dresses available at
the store.
英国のクリスマスパーティーは、ワイルドなどんちゃん騒ぎに発展しがち。翌朝「ウォ
ーク・オブ・フェイム」ならぬ「ウォーク・オブ・シェイム（恥ずかしい朝帰り）」に
ならないよう、Harvey Nicholsは「当店の優雅なドレスを着用しましょう」とアドバ
イスする。
<小売り>
54

John Lewis

“Christmas”

“For gifts you can’t wait to give,” urges the pay-off in this pre-Christmas commercial,
“you’d best go to John Lewis.”
クリスマス前のCM、「渡すのが待ちきれないプレゼントのために」というメッセージ
はすなわち、「John Lewisに足を運びなさい」ということ。

<サービス>
55

Yell “Day V Lately”

An ex-musician in his early forties trudges from record store to record store looking for a
copy of the song “Pulse and Thunder” by Day V Lately. Finally, however, it is his
daughter who, using the new app from UK Yellow Page company “Yell,” is able to track
down the hit for her father.
かつてミュージシャンだった40前半の男が、Day V Latelyが歌う「Pulse and
Thunder」という曲を探してレコード店を方々まわる。しかし探し当てたのは、英国の
イエローページ「Yell」が提供する最新アプリを駆使する娘の方だった。
<サービス>
56

Comparis.ch

“Plaster Cast Men”

Shrouded in a cast from head to toe, this patient is constantly being teased and
reminded by the person in the bed next to him that he is paying far too much for his
health insurance. Black humor for Swiss internet platform Comparis.ch compares the
price of different insurance deals.
全身ギブスに覆われた患者は、医療保険を払い過ぎだと隣の患者からしょっちゅうかわ
かわれる。スイスのインターネット・プラットフォームComparis.chは、このCMでブ
ラックユーモアを交えつつ保険価格を比較する。
<サービス>
57

Pelephone

“Speed Is In Fashion”

The proprietor of an antiquated hairdressing salon is combing boring old hairstyles when
he is hit by a sudden flash of inspiration. Thus it is that he comes up with the trend
towards a “hair-raising” cabrio style. A commercial for telecoms provider Pelephone.
古めかしいヘアサロンの店主。時代遅れの髪型を梳いていた時、突然インスピレーショ
ンを得た。こうして編み出した流行が、跳躍しているかのように髪が持ち上がったスタ
イルである。電気通信プロバイダーPelephoneのCM。
<サービス>
58

Google+ Hangout

“Muppets”

This commercial, created by Google to mark the launch of a new Muppets movie, is an
entertaining piece showing the Muppets jamming to the David Bowie hit “Under
Pressure” on Google+ Hangout, an app enabling users to videochat with up to 9 friends.
Muppetsの新しい映画製作にあたりGoogleが打ち出したCM。最大9人まで同時ビデオ
チャット可能なアプリ・Google+ Hangoutを使い、マペットたちがDavid Bowieのヒ
ット曲「Under Pressure」を歌う楽しい作品。

<サービス>
59

Verizon FiOS

“Vision”

Faces in close-up, with all eyes following what appears to be a spinning wheel. We then
see a computer screen with a wheel turning on it. Super: “It’s time for faster Internet.”
クローズアップで映し出される人々の顔。誰もが車輪のようなものを目で追っている様
子。すると画面はコンピューター上でまわる輪に切り替わる。字幕「そろそろより高速
なインターネットに切り替えを。」
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<社会 & 環境>
60

Barnardo’s

“Life Story”

The story of this man, who came off track in his early childhood, shows that life does not
have to end the way it began. Super: “It doesn’t have to end like it began.”
不幸な幼少時代をおくっていた男性の成長した姿が、人生は必ずしも最初と同じように
終わる必要はないことを教えてくれる。字幕「始まりと終わりは異なってよいのだ。」
<社会 & 環境>
61-62

Population & Community Development Association (PDA)
“Girl and Boy”, “Gay Lover”:

A question-and-answer game played with the help of numerous T-shirts. Ultimately, the
theme in both spots is sex and disease prevention, and an open approach to the subject
of HIV.
何枚ものTシャツを使い繰り広げられるQ&Aゲーム。2本の作品に共通しているテーマ
はセックス、病気予防、そしてHIVへのオープンなアプローチ。
<社会 & 環境>
63

The Salvation Army “Blankets For The Living”:

We are accustomed to the dead being covered with a blanket as a mark of respect.
But what about the living? A spot for the Salvation Army.
配慮の意味を込めて死体にブランケットをかけることは習慣化している。では生きてい
る人間の場合はどうか。Salvation ArmyのCM。

< 旅行 & レジャー>
64

Air France

“L’Envol”

Serving as metaphor for the gentle takeoff of an Air France flight is the choreography of
these two dancers, moving gracefully to the sounds of Mozart’s piano concerto No. 23.
モーツァルトのピアノ協奏曲第23番にのせて優雅に舞う２人のダンサーが表現するの
は、Air France機の穏やかな離陸である。

< 旅行 & レジャー>
65

British Airways

“Aviators”

In this subtle exploration of the history of aviation, British Airways pays tribute to the
“aviators,” i.e. the pioneers of the early days of flying. Super: “To Fly. To Serve.”
短い時間の中に飛行の歴史が詰まった本作で、British Airwaysはパイロットの先駆者
である「アビエーター」たちに敬意を表する。字幕「空を飛び、尽くすために。」

< 旅行 & レジャー>
66

Indigo

“Welcome Abroad”

In this delightfully campy commercial for IndiGo, a customized version of “I Am the Very
Model of a Modern Major-General” (“We’re Here to Be the Model of a Modern Global
Airline”) from Gilbert & Sullivan’s “Pirates of Penzance” is performed.
IndiGoの愉快な企業CMは、Gilbert & Sullivanの「ペンザンスの海賊」より、「I Am
the Very Model of a Modern Major-General」の替え歌（「私たちは現代のグロー
バル・エアラインの手本となることを目指す」）を披露する。

