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P15

Askania

<アクセサリー>

Made of Berlin. Since 1871
Campaign for Askania brand watches. The Berlin-based company first came to
prominence as a leading manufacturer of precision aviation instruments and
chronographs in the 19th century.
1871 年以来、ベルリン製
Askania ブランド腕時計のキャンペーン広告。ベルリンに拠点を置く同社は、19 世紀に
精密な航空機器やストップウォッチを開発したことで一躍有名になった。
P16-17

<アクセサリー>

Ray-Ban

Never Hide
Campaign for Ray-Ban brand spectacles and sunglasses.
胸を張って堂々と
Ray-Ban ブランド眼鏡及びサングラスのキャンペーン広告
P20

<オーディオ＆ビデオ>

Garmin

No misadventures. Nüvi 1200. Maps in real time. For real.
Campaign for Garmin brand navigation systems.
つつがなくドライブを。Nüvi 1200。リアルタイムマップ。本物です
Garmin カーナビのキャンペーン広告

P21 上

<自動車>

Landrover

Strapline: Landrover. Above and beyond.
キャッチコピー：Landrover。もっと高く、もっと先へ
P21 下

<自動車>

KTM

Ad for the enduro Freeride 350 from motorcycle manufacturer KTM.
バイク製造業 KTM による長距離耐久レース Freeride 350 の広告

P22

<自動車>

Fiat

Protect your music. – Freemont with soundproof interior.
Campaign for the Fiat Freemont.
あなたの音楽を守るために – 防音設計の Freemont
Fiat Freemont のキャンペーン広告

P23

<自動車>

KIA

Know the real distance, the new Sportage with Park Assist, starting at US$39,945
リアルな車間距離を掴もう。パーキングアシスト付き新型 Sportage、$39,945 より

P26-27

<自動車>

Volvo

Volvo XC70 のキャンペーン広告

P28-29

<自動車>

Renault

1,700km with one tank. –Renault Megane with energy dCi 110 engine.
1 度の給油で 1,700km 走行可能 – enegy dCi 100 エンジン搭載、Renault Megane

P29

下

<自動車>

BMW

4000 pieces. And only we know how to make them all fit.
BMW Service: specialist engineers who know every part of your BMW better than
anyone else, to provide you with the best after sales service. Tagline: BMW. Sheer
driving pleasure.
4000 ピース。全部組み立てられるのは私たちだけ
BMW は、最高のアフターサービスを提供するために、あなたの BMW を
誰よりも知り尽くした専門エンジニアたちをご提供します
キャッチコピー：BMW。運転する真の喜びを

P34 <自動車>

Audi

Audi Q5. Rearview camera standard.
Audi Q5。後方確認カメラ標準搭載

P35 上 <自動車>

Ford

- Ford Focus with Blind Spot Information System
死角検知システム付き Ford Focus

P35 下 <自動車>

Ford

- Don’t leave your safety to fantasy. Get there with high-performance winter tires.
おとぎ話のような安全を夢みないように。高性能冬期タイヤを取り付けましょう

P36 <銀行・保険>

Mapfre

- The Playstation is more than 16 years old
- Toy Story was premiered 17 years ago
- The smart car is 18 years old
Life passes by faster than you think. – Pension Plans.
Campaign for Spanish insurer Mapfre.
- プレステは 16 歳を超えている
- 「トイ・ストーリー」の初公開は 17 年前
- スマートカーは 18 歳
人生は思いのほか早く過ぎてゆく – ペンションプラン
スペインの保険会社 Mapfre のキャンペーン広告

P37 <銀行・保険>

Finansbank

Shopping. Cheaper than therapy.
Campaign for CardFinans, a credit card issued by the Turkish bank Finansbank.
買い物。それはセラピーより安上がり
トルコの銀行 Finansbank が発行するクレジットカード CardFinans の広告

P38-39

<銀行・保険>

1st for Women

- Guys + money + “Mine is bigger than yours” =
- Guy + more guys + “Ja, but how do you know it hurts?” =
- Guys + “Jump. I’ll catch you” + “Whoopsie daisy” =
- Guy + late night at the office + photocopier =
Pay-off: That’s why we insure women.
Campaign for the South African insurance company 1st for women, which caters
exclusively to the needs of women.
- 男たち＋お金＋「俺のがお前のよりデカい」＝
- 男＋さらに男＋「でもさ、やってみなきゃ痛かどうかわからないじゃん？」＝
- 男たち＋「俺がつかまえるから、飛べ」＋「しまった」＝
- 男＋夜中のオフィス＋コピー機＝
キャッチコピー：だから我々の保険は女性向けなのです
女性の補償を専門とする南アフリカの保険会社 1st for women のキャンペーン広告

P40-41

<銀行・保険>

Liberty Mutual

- humans. We’re imperfect creatures living in a beautifully imperfect world. That’s why
we offer Home Protector Plus, where we pay to fix your house and replace the things
that make it a home.
- 人間。美しく不完全な世界に暮らす不完全な生き物。だからこそ、我々は Home
Protector Plus をご提供、我が家を修理し必需品を取り替える費用をお支払いします。
- humans. One day we’re coming up with the theory of relativity, the next, not so much.
That’s why we offer home and auto insurance and a way to save up to 10% if you
combine them.
- 人間。相対性理論を思いついたかと思えば、次の瞬間にはそれを忘れてみたり。だか
ら我々は住まいと自動車の保険をご提供、さらに両方ご希望の場合は 10%の節約になり
ます。
- humans. As much as we try, some things are just out of our control, namely, other
humans. That’s why we offer Better Car Replacement, total your car and we give you the
money for one a model year newer.
- 人間。どんなに用心を重ねても、制御不可能なもの – 正確には「他人」 は存在しま
す。だから我々は Better Car Replacement をご提供、金額を算出し、より新しいモデル
に買い替える費用をお支払いします。
- humans. Most of the time we are focused on the task at hand. Other times, our focus
gets a little out of focus. That’s why we offer 24-hour road side assistance and unlimited
towing.
Campaign for the insurance company Liberty Mutual, which offers car, home and life
insurance.
- 人間。大抵は目の前の事に集中しているものの、時折ぼんやりしてしまうことも。だ
から我々は 24 時間運転けん引車サービスをご提供します。
自動車、家、生命保険を提供する Liberty Mutual のキャンペーン広告

P42

<アルコール飲料>

Ginger Grouse

A taste adventure
Campaign for Ginger Grouse, a mix of ginger beer and whisky.
味の冒険
ジンジャービールとウィスキーをミックスした Ginger Grouse のキャンペーン広告

P43 <アルコール飲料>

Dirty Granny

Campaign for Dirty Granny brand apple cider.
Dirty Granny アップルサイダーのキャンペーン広告

P46 <ノンアルコール飲料>

Coca Cola

- Food makes us happy, especially when shared.
- Taking care of water makes us happy.
- Children make us happy.
- Giving ourselves to others makes us happy.
What makes you happy makes the world happy.
- 食べ物を分け合うと一際幸せになる
- 水を大切にすると幸せになる
- 子どもがいると幸せ
- 他人を助けると自分も幸せになる
あなたを幸せにしてくれること、それは世界も幸せにします

P47 <ノンアルコール飲料>

BonoGrão

Keep the distance
Campaign for BonoGrão brand Brazilian coffee.
瞼よ、距離を保て
BonoGrão ブラジリアンコーヒーのキャンペーン広告

P48

<子ども>

Lego

It begins with a brick
それはブロックから始まった

P49

<化粧品>

Benzac AC

Anti acne cleansing cream
抗にきびクレンジングクリーム

P50 <化粧品>

Camay

Campaign for Camay brand shower gel.
Camay シャワージェルのキャンペーン広告

P51

<ファッション>

Patricia Bonaldi

- If a man undresses you with his eyes, he missed the best part.
- RSVP: Make them beg on their knees.
Campaign for Patricia Bonaldi, a Brazilian fashion label.
- 男があなたを視線で裸にするなら、彼は一番の見どころを見逃している
- 要返信：男たちを跪いて懇願させなさい
ブラジルのファッションレーベル Patricia Bonaldi のキャンペーン広告

P52 <ファッション>

Moletto

100% Cotton. 100% Comfort
Campaign for Moletto brand underwear.
100%コットン、100%快適
Moletto 下着のキャンペーン広告
P53 <食品>

Snickers

- Play on the name of Greek soccer player Kyriakos Papadopoulos. “Papa” means
“daddy” in German, as opposed to “Oma,” which means “granny.”
- ギリシャのサッカー選手、キリアコス・パパドプーロスの名前で語呂遊び。
「Papa」とはドイツ語で「お父さん」、一方「Oma」は「おばあちゃん」
という意味。

- Play on the name of Dutch soccer player Mark van Bommel. “Bammel” means “fear” in
colloquial German.
- オランダのサッカー選手、マルク・ファン・ボメルの名前で語呂遊び。「Bammel」
はドイツの口語で「恐怖」という意味
- Play on the name of Portuguese soccer player Cristiano Ronaldo.
- ポルトガルのサッカー選手、クリスティアーノ・ロナウドの名前で語呂遊び。
「Donaldo」
- Play on the name of Italian soccer player Daniele De Rossi. “Rosi” is a popular German
girl’s name.
- イタリアのサッカー選手、ダニエレ・デ・ロッシの名前で語呂遊び。「Rosi」はドイ
ツではポピュラーな女の子の名前
Strapline: You’re not yourself, when you’re hungry.
Good luck and not too much hunger to our boys for the match against Greece / The
Netherlands / Portugal / Italy.
キャッチコピー：腹が減っては戦はできぬ – 対ギリシア／オランダ／ポルトガル／イ
タリア戦での、我が選手たちの健闘と十分な栄養補給を祈って
Campaign for Snickers brand chocolate bar that ran during the Euro 2012 soccer
championship.
サッカーのユーロ 2012 チャンピオンシップ中に出された Snickers チョコレートバーの
キャンペーン広告

P54 <食品>

Gorila

Back to the good old days
Campaign for a vintage edition of Gorila brand chewing gum.
古き良き時代に戻ろう
Gorila チューインガム復刻版のキャンペーン広告

P55 <食品>

Maggi

- Le Chicken. Celery. Chicken. Noodles. Carrot. Onion.
- Le Beef. Noodles. Peas. Carrot. Beef. Dumplings. Celery.
Soup is finally a real meal.
Campaign for Maggi brand instant soups.
- チキン味：セロリ、チキン、ヌードル、にんじん、玉ねぎ
- ビーフ味：ヌードル、豆、にんじん、ビーフ、ダンプリング、セロリ
遂にスープも立派な食事に
Maggi インスタントスープのキャンペーン広告
P58

<食品>

Splot

Let routine meet your acid side
Campaign for Splot brand sour gum.
型破りな行動に出てみようか
Splot サワーガムのキャンペーン広告

P59 上

<食品>

Power Bar

Campaign for Power Bar Triple Threat Bar.
Power Bar 威力 3 倍エナジーバーのキャンペーン広告

P59 下 <食品>

Marmite

New limited edition. Love it or hate it this Christmas
Ad for a limited Gold Christmas edition of Marmite brand savory spread.
新限定商品。好むか好まざるか。今冬クリスマス
Marmite スプレッドのゴールドクリスマス限定商品の広告
P60 <家具>

Finish

Next to a Finish furniture, everything goes out of fashion.
Campaign for Finish brand furniture.

Finish 製家具と並べば、どんなものも時代遅れ
Finish 家具のキャンペーン広告

P61 <ハウス＆ガーデン>

Maglite

A man. A lite.
Campaign for Maglite brand flashlights.
人のいる場所に光がある
Maglite 懐中電灯のキャンペーン広告

P62 <ハウス＆ガーデン>

Caran d'Ache

Let it out.
Campaign for Caran d'Ache brand crayons.
さあ表現しよう
Caran d’Ache クレヨンのキャンペーン広告

P63 <ハウス＆ガーデン>

Personal

Never run out of it.
Campaign for Personal brand toilet tissue.
いつも補充を忘れずに
Personal トイレットペーパーのキャンペーン広告

P64-65

< ハウス＆ガーデン >

Campingaz

- Shoulder. Middle Cut. Belly. Ham.
- Shoulder. Breast. Loin. Leg.
- Chuck. Brisket. Ribs. Plate. Loin. Flank. Round.
Universal Grill Covers know what you are eating.
Campaign for Campingaz brand grill covers.

- 肩。ロース。バラ。モモ
- 肩。胸。サーロイン。モモ
- 肩ロース。胸。リブロース。ショートプレート。サーロイン。バラ。モモ
あなたの召し上がるそのお肉、Universal Grill Covers は熟知しています
Campingaz グリルカバーのキャンペーン広告

P65

<ハウス＆ガーデン> Air Wick

Air Wick with Motion Sensor.

Ad for Air Wick brand air freshener.

動き感知センサー付き Air Wick

Air Wick 芳香剤の広告

P67

<その他>

Istanbul Toy Museum

Surprise your good old friends.

Campaign for the Istanbul Toy Museum.

古き良き友にサプライズを

イスタンブールおもちゃ博物館のキャンペーン広告

P68

<その他>

NZ Army

There’s more to the Army than guns.
- recruiting medical personnel now.
- recruiting communications personnel now.
- recruiting operational personnel now.
Campaign for NZ Army.
軍にあるのは銃だけではない
- 医療職員募集中
- コミュニケーション部門職員募集中
- 戦略部門職員募集中
ニュージーランド陸軍のキャンペーン広告

P69-70

<医薬品＆OTC>

Nazol

No smell, no taste.

Campaign for Nazol brand nasal spray.

匂わなければ、味もしない

Nazol スプレー式点鼻薬のキャンペーン広告

P70-71

<医薬品＆OTC>

Eno

You can’t fool your stomach.

Campaign for Eno brand digestive tablets.

お腹に嘘はつけません

Eno 消化タブレットのキャンペーン広告

P72-73

<医薬品＆OTC>

Aspirina / Cafiaspirina

- “Dad, can I borrow some money?”
Your 15-year old son = Aspirina. Your 45-year old son = Cafiaspirina.
- “I believe you need a good lawyer.”
Your accountant = Aspirina. Your lawyer = Cafiaspirina.
- “We need to talk.”
Your wife = Aspirina. Your jail mate = Cafiaspirina.
Campaign for the twin painkillers Aspirina and Cafiaspirina. The latter combines aspirin
with caffeine, thus alleviating pain accompanied by fatigue and exhaustion.
- 「父さん、お金貸して」と言ったのが 15 歳の息子であれば Aspirina を、45 歳の息
子であれば Cafiaspirina を
- 「君には腕のいい弁護士が必要だ」と言ったのが会計士であれば Aspirina を、弁護士
であれば Cafiaspirina を
- 「話し合いが必要だと思う」と言ったのが妻であれば Aspirina を、囚人仲間であれば
Cafiaspirina を
2 種類の痛み止め Aspirina と Cafiaspirina のキャンペーン広告。後者はアスピリンにカ
フェインが含まれているので、疲労困憊を伴う痛みを和らげる効果がある

P73 下 <医薬品＆OTC>
Closing conversations since 1929.

Durex
Ad for Durex brand condoms.

1929 年より、会話を締めくくる役割を担ってます
Durex コンドームの広告

P74

<医薬品＆OTC>

3M

Paper cuts are always lurking.
Campaign for Nexcare brand wound dressings.
紙は、いつでも斬り掛かる隙をうかがっています
Nexcare 絆創膏のキャンペーン広告

P75 <出版・メディア>

Viver Bem Moda & Beleza

Viver Bem Magazine, monthly. Some beauty inside your news.
Campaign for the beauty magazine Viver Bem Moda & Beleza, a Brazilian newspaper
supplement.
月刊 Viver Bem Magazine。あなたがチェックするニュースに彩りを。
ブラジルの新聞に付属する美容誌 Viver Bem Moda & Beleza のキャンペーン広告

P76-77

<出版・メディア>

Penguin Books

- Hobbies
- Architecture
- Travel
- Fairy Tales
- Gardening
Books for every interest.
Campaign for Penguin Books.
- 趣味
- 建築
- 旅行
- おとぎ話
- ガーデニング
あらゆる好奇心を満たす本
Penguin Books のキャンペーン広告

P78-79

<出版・メディア>

OÜI FM

Rock is here to change your life.
Listen to OÜI FM 102.3 MHz in Paris and also on ouifm.fr and Apps.
Campaign for OÜI FM, a French rock radio channel
君の人生を変えるロック、ここにあり
OÜI FM、102.3 MHz（パリ）及び ouifm.fr とアプリでも聴けます
フランスのロック専門ラジオ局 OÜI FM のキャンペーン広告

P80

<出版・メディア>

CNBC-e

- Gossip Girl
- Two And A Half Men
Campaign for the Turkisn TV channel CNBC-e.
- 「ゴシップ・ガール」
- 「ハーパーボーイズ」
トルコの TV チャンネル CNBC-e のキャンペーン広告

P81 <出版・メデイア>

Top Destinos

- Have more to talk about London.
- Have more to talk about Paris.
Top Destinos. Your luxury tourism magazine.
- ロンドンの魅力、もっと伝えたい
- パリの魅力、もっと伝えたい
Top Destinos。贅沢な旅行誌

P82-83

<出版・メディア>

Mundo Livre

Good music. You know where it comes from.
Campaign for Brazilian radio station Mundo Livre.

良い音楽。どこで聴けるかは分かってるよね
ブラジルのラジオ局 Mundo Livre のキャンペーン広告

P84 <出版・メディア>

unitymedia

- 9:19 p.m. Total Recall, whenever you want it.
- 3:01 p.m. Dark Shadows, whenever you want it.
The timeshift function from unitymedia.
Campaign for cable network operator unitymedia.
- 午後 9:19。「トータル・リコール」観たい時にいつでも
- 午後 3:01。「ダーク・シャドウ」観たい時にいつでも
unitymedia の録画機能
ケーブルネットワーク運営会社 unitymedia のキャンペーン広告

P85 上 <出版・メディア>

Lumen FM

If I can make it there, I’ll make it anywhere.
From Frank Sinatra to Johnny Cash.
Ad for Brazilian radio channel Lumen FM.
ここで可能ならどこでだって可能さ
フランク・シナトラからジョニー・キャッシュまで
ブラジルのラジオ局 Lumen FM の広告

P85 下 <出版・メディア>

Radio New Zealand

Who do you think would win? Vote now at settlingthescore.co.nz
Ad for “Settling the Score,” Radio New Zealand Concert’s annual survey of the country’s
most popular classical music.
勝つのは誰か？settlingthescore.co.nz で投票を
Radio New Zealand Concert による、国内年間ベストクラシック音楽の調査「Settling
the Score」告知広告

P86 上

<小売>

Sears

Campaign for Sears Optical.
Sears 眼鏡のキャンペーン広告

P86-87

<小売>

Harvey Nichols

Love Thyself. Beauty Bazzar. Harvey Nichols. Three floors of beauty. Now open –
Liverpool one
Campaign for Harvey Nichols’ new beauty mecca, “Beauty Bazzar,” in Liverpool, UK.
汝を愛せよ。Beauty Bazzar。Harvey Nichols。リヴァプールに 4 階建て美容フロアオ
ープン
UK リヴァプールに美容のメッカとしてオープンした Harvey Nichols の「Beauty
Bazzar」キャンペーン広告

P88 <小売>

Dotti’s Vintage

Grab the style of true fashion icons.
Dotti’s Vintage. The lovely vintage store.
Campaign for Dotti’s vintage store in Zurich.
真のファッションアイコンたちのスタイルを手に入れましょう
Dotti’s Vintage。素敵なヴィンテージ専門店
チューリヒの Dotti’s ヴィンテージショップのキャンペーン広告
P89 <小売>

Dank!

Now available for your office.

Campaign for Dank! secondhand furniture.

あなたのオフィスにも置けます

Dank!中古家具のキャンペーン広告

P90 <小売>

Calgary Farmers’ Market

Open all winter.

Campaign for the Calgary Farmers’ Market.

冬中オープン

Calgary ファーマーズマーケットのキャンペーン広告

P91

<小売>

Silver Snail

Campaign for a Halloween party organized by Silver Snail, one of Canada’s oldest and
most recognizable retail stores for comics and collectibles.
コミックやコレクターズアイテムを取り扱う、カナダで最も古くから存在する有名店、
Silver Snail が主催するハロウィン・パーティーのキャンペーン広告

P92-93

<サービス>

Picture Alliance

All you need to tell the story.
Campaign for the picture agency Picture Alliance.
事の一部始終がわかります
フォト・エージェンシーPicture Alliance のキャンペーン広告

P94-95

<サービス>

Getty Images

Royalty Free. They don’t cost what they’re worth
Campaign for the stock photo agency Getty Images.
使用料は要りません。価値あるものを無料でご提供
ストックフォト・エージェンシーGetty Images のキャンペーン広告
P95 下

<サービス>

Cross Israel Highway 6

Cross Israel Highway 6. Less driving. More hiking.
Public campaign encouraging people to use Cross Israel Highway 6, the longest toll road
in Israel.
Israel Highway 6 を利用して、走行時間を短縮、ハイキング時間を延長しよう
イスラエルで最も長い有料道路 Cross Israel Highway 6 の利用を促す公共広告

P96

<サービス>

Carulla

You are here.
Campaign for cooking classes available from Colombian supermarket chain Carulla.

あなたのは、これ
コロンビアのスーパーマーケット・チェーン Carulla が主催する料理教室のキャンペー
ン広告

P97

<サービス>

Coiff Your Success

Campaign for hairdressing salon Coiff Your Success in Bern, Switzerland.
スイス、ベルンにある美容院 Coiff Your Success のキャンペーン広告

P98

<サービス>

Coop Jednota

Make sure your hair has a good story to tell.
Quality hair products from Coop Jednota.
Campaign for hair products sold through the Slovak retail chain Coop Jednota.
あなたの髪が良い物語を生やしますように
Coop Jednota の良質なヘアケア製品
スロバキアの小売チェーン Coop Jednota が販売するヘアケア製品のキャンペーン広告

P99

<サービス>

Statoil

- Getting people from one place to another. Moving goods from A to B. We’re there to
deliver the power. As one of the world’s largest suppliers of natural gas, we can provide
Europe with reliable, cost efficient energy with as little impact on the environment as
possible …
- From industry, to private homes, to unforgettable concerts, we’re there to provide the
energy. As one of the world’s largest suppliers of natural gas, we can supply Europe with
reliable, cost efficient power with as little impact on the environment as possible …
Campaign for the Norwegian energy company Statoil.
- 人々を運び、物資を運ぶ。我々はそのパワーを供給しています。世界最大規模の天然
ガス供給源として、我々は環境にやさしく確実でコスト効率の高いエネルギーをヨーロ
ッパに提供することができます
- 産業から個人宅、さらには思い出のコンサート会場に至るまで、我々はそのパワーを
供給しています。世界最大規模の天然ガス供給源として、我々は環境にやさしく確実で
コスト効率の高いエネルギーをヨーロッパに提供することができます
ノルウェーのエネルギー会社 Statoil のキャンペーン広告

P100

<サービス>

Academia de Ideias

Have more inside.
Campaign for the Academia de Ideias (Academy of Ideas), an institute in Brazil offering
extra-academic courses, seminars and lectures.
中身はもっと詰まっています
特別アカデミックコースやセミナー、講習を提供するブラジルの Academia de Ideias
（アイデア・アカデミー）によるキャンペーン広告

P101

<社会・環境>

Inhotim

- Every 6 seconds, Brazilian forests lose an area the size of a football field.
- Every 15 seconds, Brazilian forests lose an area the size of a city block. – Inhotim.
Deforestation: Each minute counts.
Campaign sponsored by Inhotim, a contemporary art museum and botanical garden.
- ブラジルの森林は、6 秒ごとにサッカー競技場 1 つ分に匹敵する面積が失われています
- ブラジルの森林は、15 秒ごとに街の１ブロックに匹敵する面積が失われています
Inhotim。森林破壊：1 分 1 秒たりとも無視できない
現代アートミュージアム＆植物園 Inhotim がスポンサーを務めるキャンペーン広告

P102

<社会・環境>

China Advertising Association

See you (in the afterlife), brother. – Environmental destruction severely impairs the
balance of the ecosystem and therefore leads to the suicide of human beings.
Public service campaign sponsored by the China Advertising Association.
兄弟よ、来世で会おう
環境破壊は生態系のバランスに多大な悪影響を及ぼし、果ては人間の自殺にも繋がるの
です
China Advertising Association がスポンサーを務める公共広告

P103

<社会・環境>

Instituto Criança Nosso Futuro

Every year, over 1,000 women and children are victims of human trafficking because
they believed in false promises.
Campaign for “Instituto Criança Nosso Futuro” (“Child, Our Future Institute”), a non-profit
and non-governmental organization aiming to contribute to the development and
education of children in Mozambique.
毎年 1,000 人以上の女性と子どもが、誤った誓約を信じてしまったために人身売買の犠
牲者となっている
モザンビークの子ども達の発展と教育に尽力する非営利、非政府組織“Instituto Criança
Nosso Futuro” （「子ども、それは私たちの未来」）によるキャンペーン広告

P104 <社会・環境>

Ragga Magazine

Water shapes life. Protect our sources.
Public awareness campaign sponsored by Ragga Magazine, a monthly Brazilian journal
targeting young people.
水が私たちをつくる。資源を大切に
若者を対象とするブラジルの月刊誌 Ragga Magazine がスポンサーを務める公共広告

P105 <社会・環境>

International Society for Human Rights

- Each $ helps to beat the death penalty.
- Each £ helps to beat the death penalty.
- Each ￥ helps to beat the death penalty.
- Each € helps to beat the death penalty.
Fundraising campaign sponsored by the International Society for Human Rights.
- あなたの 1＄が、死刑執行を食い止める
- あなたの１£が、死刑執行を食い止める
- あなたの１円が、死刑執行を食い止める
- あなたの１€が、死刑執行を食い止める
International Society for Human Rights が後援する寄付金集めキャンペーン広告

P106

<スポーツ>

RioSports

Sport still lives inside you.
Campaign for RioSports, a fitness club in Rio de Janeiro.
スポーツは、まだあなたの中に眠っている
リオデジャネイロのフィットネスクラブ、RioSports によるキャンペーン広告

P107

<スポーツ>

Souls

Heaven for your feet.
Ad for Souls brand massage thongs, which originated in Australian surf culture.
足元に天国を
オーストラリアのサーフカルチャーから誕生したマッサージ・ビーチサンダル Souls の
広告
P108-109

<スポーツ>

Xtreme Trout

We’re for 4 a.m. gas station coffee. We’re for the kind of therapy that can only occur with
a fly rod in your hand. We’re for beauty that is stream deep. And we’re for the idea that
some kinds of magic can only be pulled out of water. – Think. Tie. Cast. Fish.
Campaign for Xtreme Trout, a company specializing in fly-fishing that also offers guided
trips and classes.
早朝 4 時にガソリンスタンドで飲む一杯のコーヒーのため。手に握る釣り竿だけがもた
らしてくれる癒しのため。深く流れゆく美しさのため。そして、ある種の魔法は水のな
かから釣り上げられると信じて疑わないため – だから我々は考え、結び、投げ込み、
釣るのだ
フライフィッシングを専門とし、ガイド付き体験やクラスも実施している Xtreme Trout
のキャンペーン広告
P110

<旅行＆レジャー>

Everyone wants to get in.

Hogle Zoo
Rocky Shores at Utah’s Hogle Zoo

Campaign for Hogle Zoo in Utah. Rocky Shores is an extensive multi-animal habitat
featuring bears, sealions, seals, eagles and otters.
みんな入りたがっている

ユタ州 Hogle 動物園、Rocky Shores

ユタの Hogle 動物園のキャンペーン広告。Rocky Shores にはクマやアシカ、アザラシ、
ワシ、カワウソらが生息する

P111

上 <旅行＆レジャー>

Kielo

Dreaming of a holiday?

Ad for the Kielo travel agency.

休暇を夢見ているのですか？

Kielo 旅行会社の広告

P111

下 <旅行＆レジャー>

Hagenbeck Zoo

Change management of a chameleon (in % per day):
Pink: Lying in wait. Red: Rolling out the tongue. Orange: Rolling the tongue back in.
Yellow: Digesting. Green: Snoozing. Turquoise: Changing into a new color. Light blue:
Pausing. Dark blue: Changing back to the old color. Purple: Climbing. – Invest in
chameleons. Donate now at hagenbeck.de/stiftung)
Fundraising campaign for Hagenbeck Zoo, targeting wealthy businesspeople. Bar and
pie charts demonstrating the behavior of various animals seek to mimic the visual
language favored by business executives.
カメレオンの変更管理（%／日）：
ピンク：待機中。レッド：舌を出している。オレンジ：舌を巻き戻している。イエロ
ー：消化中。グリーン：居眠り中。ターコイズ：変身中。水色：一旦停止。青：元の色
に戻り中。パープル：木登り中 – カメレオンに投資してみませんか。
hagenbeck.de/stiftung から寄付を
富裕層の実業家をターゲットにした Hagenbeck 動物園の寄付金呼びかけキャンペーン
広告。ビジネス用語を真似ながら、バーやパイチャートを使ってさまざまな動物の生態
を説明している

P112-113

<旅行＆レジャー>

Schöffel

- In an open plan office a man has noticed the constant noise of the air conditioning just
because it went off.
- がらんとした広いオフィスで、男はエアコンが切れたとき、それまでずっと
エアコンの音が室内に響き渡っていたことに気づいた
- In a designer kitchen a woman is preparing herself a protein drink.
With no fat. No sugar. And no salt.
- デザイナーキッチンで、女はせっせとプロテイン・ドリンクを作っている。
脂肪ゼロ、糖分ゼロ、塩分ゼロの

- Right now in a fitness studio a man is watching himself in the mirror running on the
same spot and sweating.
- 今まさに、フィットネスクラブで、男が鏡に映る自分の姿を見ながら、同じ場所を汗
だくになって走り続けている
- In a temperature controlled conference room a meeting about >>Workload Efficiency
Management << is just starting.
- 温度管理のされた会議室で、「労働効率」についての会議が始まったところだ
Campaign for Schöffel brand outdoor clothing.
Schöffel アウトドア衣料のキャンペーン広告

P114

<旅行＆レジャー>

British Airways

- Le Croissant Royale. There he is. King of the continental breakfast. Just like the
croissants served on our morning flights. Using their buttery talents alongside their guiltfree friend Orange Juice to ensure all our customers get a proper breakfast. And like all
our food it’s always complimentary. Le Croissant Royale adores it, when we say, To Fly.
To Serve.
- The Happy Jumper. Really Happy. Because today’s a special day! She never gets to
go anywhere. She’s either too hot, or too cold for the occasion. And a bit on the bulky
side. But finally, she’s going to Venice. She’s destined for that great big suitcase with the
23kg allowance at no extra charge. Along with the extra shoes and the big book that
didn’t get read last time. This Happy Jumper is overjoyed when we say, To Fly. To
Serve.
Campaign for British Airways short-haul flights.
- クロワッサン・ロワイヤル。いたいた、コンチネンタル・ブレックファーストの王様
が。早朝の便で出されるのはまさにこんなやつ。カロリー控えめなオレンジジュースを
お伴に従えて、乗客のお腹を満たすためにバターたっぷりな長所を活かすのさ。我々が
提供する他の食事と同様、すべて無料。クロワッサン・ロワイヤルは、我々の「空を飛
び、お役に立つために」という精神を好いてくれているんだ
- ハッピー・ジャンパー。今日は本当にハッピー。なぜなら特別な日だから！彼女は今
までどこにも出かけることができなかった。旅行先にはいつだって厚手すぎるか薄手す
ぎた。それにちょっとかさばるしね。でもそんな彼女が遂にヴェニスに飛ぶことに。追
加料金無しで 23kg まで認められる、大きなスーツケースに入る運命に。余分な靴や、
前回の旅で読まれることのなかった本とともにね。ハッピー・ジャンパーは、我々が
「空を飛び、お役に立つために」と言うと喜びのあまり飛び上がったよ。
British Airways 短距離フライトのキャンペーン広告

P115

<旅行＆レジャー>

Hans Brinker Budget Hotel

- Take the world famous Canal Tour
- Discover the Diamonds of Amsterdam. Sparkling & precious.
- The Wax Museum. “It’s inhuman!” – guest#693161
Hans Brinker Budget Hotel. Amsterdam’s no.1 attraction
- 世界的に有名な用水路ツアーへようこそ
- アムステルダムのダイアモンドを探せ。輝いていて貴重ですよ
- 蝋人形館。「人間じゃないわ！」 - ゲスト番号 #693161 のお客様より
Hans Brinker Budget Hotel。アムステルダム一番の観光地

P116-117

<クラシック>

Porsche ads by Hanns Lohrer

On this spread, we feature some ads for Porsche illustrated by German graphic designer
Hanns Lohrer (1912-1995), who made a major contribution to the visual identity of the
brand in the 50s and 60s.
ここではドイツのグラフィックデザイナー、ハンス・ローナー（1912〜1995）がイラ
ストを手がけたポルシェの広告をご覧下さい。彼は 1950、60 年代に同社のビジュア
ル・アイデンティティーの確立に大きく貢献した人物です

P116

<クラシック>

Porsche

The perfect triad for a sporting life.

Ad for the Porsche 356 from 1961.

冒険的な人生の 3 大必需品

1961 年に発表された Porsche 356 の広告

P117

上 <クラシック>

Porsche

More than 1,500 sporting successes in 1960.
The ad lists championships triumphs from a variety of countries in which Porsche
successfully competed.
1960 年には 1,500 以上もの大会で成功をおさめました
Porsche が各国で勝利をおさめた回数をリストアップしている

P117 下 <クラシック>

Porsche

The detachable soft top and fold down rear window give the targa special comforts not
usually found in a convertible.
Year: 1963.
普通のコンバーチブルでは味わえない特別な心地よさを、取り外し可能な屋根と折りた
たみ式後部窓が可能にします
発行年：1963 年

P122 上

<学生コンテスト>

Red Cross

Ad for the Red Cross showing the organization’s emblem emerging from an entangled
amalgam of the US and Afghan flags.
アメリカとアフガンの国旗が絡まって出来上がった赤十字エンブレムを映し出した Red
Cross の広告

P122 下

<学生コンテスト>

Sennheiser

nothing comes between you & your music
Ad for Sennheiser brand wireless headphones.
君と音楽、何者もそこに割って入ることはできない
Sennheiser ワイヤレス・ヘッドホンの広告
P123

左上

<学生コンテスト>

Trevor

Ad for the Trevor project, a nonprofit organization that provides crisis intervention and
suicide prevention in the LGBTQ community.
LGBTQ（レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・クィア）コミュ
ニティにおける難局及び自殺防止につとめる非営利団体 Trevor project の広告

P123

右上

<学生コンテスト>

Feel horror like never before.

13th Street

Ad for the horror and action TV channel 13th Street.

初めて体感するような恐怖を
ホラー、アクション専門チャンネル 13th Street の広告

P123

下

<学生コンテスト>

PETA

Horses aren’t machines. The horse racing industry does not agree.
Campaign for the animal rights organization PETA.
馬は機械ではない。競馬業界はしかし、そうは思ってないようだ
動物愛護団体 PETA のキャンペーン広告

The work featured on this and the previous page has been nominated for the Lürzer’s
Archive International Student of the Year Award 2013.
This is an annual award whose winner is chosen by our readers.
Find out more at www.luerzersarchive.com

122-123 ページで紹介したのは 2013 年度 Lürzer’s Archive 国際学生年間賞のノミネー
ト作品です。
本賞は毎年開催され、優勝者は読者により選ばれます。
詳細は
www.luerzersarchive.com で。
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P126
<自動車>
1

VW Beetle

“Senior Rebel”

Senior rebels have some fun recapturing the spirit of youth as they try skateboarding,
spraying graffiti, and raving in this VW Group China spot for the new Beetle. Set to the
sound of “Apple Pie” by Danish band Nelson Can.
VW グループ中国の新型 Beetle 広告に登場するのは、スケボーに挑戦したり、スプレー
でグラフィティを描いたり、レイヴに参加したりと、若かりし頃を思い出し遊ぶ年配の
ワルたち。バックに流れるのはデンマークのバンド Nelson Can の曲「Apple Pie」

<自動車>
2

Smart Fortwo

“Skate Fortwo”

In this spot, skaters Kilian Martin and Alfredo Urbon show how much fun can be had by
two people skating on such a confined space as that available on a skateboard. The
same also applies for the Smart.
キリアン・マーティンとアルフレッド・ウルボン、２人のスケーターが、一台のスケボ
ーという限られた空間で２人乗りをすることの楽しさを実践して見せる。同じことは
Smart 車にも言えるのだ。

<自動車>
3

Audi

“Millimeter”

Just how meticulous Audi is about perfection, even when it is a matter of nothing more
than a millimeter, is demonstrated in impressive style by this spot.
たとえ 1 ミリのミクロな部分であっても、Audi が完璧を目指しいかに細部までこだわ
るか、それを印象的な手法で伝える作品。

<自動車>
4

Volkswagen

“Don’t Make Up and Drive”

Nikkie, known for her online makeup tutorials, is seen in this spot showing us one of her
makeup techniques. Suddenly, however, she is – as if involved in a car accident – sent
hurling towards the camera: Please don’t make up and drive.
ネット上のメイク講座で知られるニッキーが、今回もまたメイクのテクニックを披露し
てくれている。しかし突然、まるで自動車事故に巻き込まれたかのように、彼女はカメ
ラに向かって投げ出される。運転中のメイクは控えるように。

<銀行、保険>
5-7

1st for Women Insurance

“Darts,” “Top Gun,” “Mentos”

A race involving fighter jets and a dare that ends with a dart in the head are just two
examples of the risks men are willing to take. That is why 1st offers insurance cover for
women only.
競争心に燃えるジェットパイロットのレースや、頭に矢を受ける結果となるダーツゲー
ム。これらは男性が自ら進んで負うリスクのほんの 2 例にすぎません。だから 1st は女
性のみを対象とした保険を販売しているのです。

<銀行、保険>
8

Claims Direct

“Loretta”

The story of how Loretta, the star of this spot, recovers after an accident at work thanks
to the help from Claims Direct, which successfully asserts her legal entitlements, is told
here in tuneful and humorous fashion.
職場での不慮の事故後、主人公のロレッタが Claims Direct の助けをかりて補償の権利
を勝ち取り、怪我を治す一部始終を、軽快な音楽にのせてユーモラスに綴る。

<銀行、保険>
9

Barclays

“Toys”

On an exciting spin through the world of toys, the protagonist in this spot discovers how
much easier – and enjoyable – it can be to do one’s Christmas shopping with
Barclaycard.
玩具の世界に迷い込んだ主人公が、Barclay のカードでクリスマス・ショッピングをす
る便利さと楽しさを伝える。

<銀行、保険>
10

Credit Suisse

“Metamorphosis”

Ovid’s “Metamorphosis” transposed to a country estate in the past century. This spot
was used by sponsor Credit Suisse to promote the 2012 Titian exhibition at London’s
National Gallery.
古い時代の、とある田舎の屋敷を舞台に、オウィディウスの「変身物語」が描かれる。
ロンドン・ナショナル・ギャラリーの 2012 年 Titian 展覧会告知用に CreditSuisse が制
作した作品。
P127
<アルコール飲料>
11

Carlsberg

“Fan Academy”

This amusing spot for the Fan Academy teaches us what it takes to be a perfect fan. If
the fan learns how to cheer on the team properly, to keep toilet breaks as short as
possible, and to defy the elements at all times, he will be rewarded with a cool
Carlsberg.
「ファン・アカデミー」と名付けられた本作では、一流の「ファン」になる術が描かれ
ている。チームの正しい応援の仕方、トイレ休憩の素早い済ませ方、どんな悪天候にも
耐える精神といった全てを身につけた者には、冷えた Carlsberg が授与されるのだ。

<アルコール飲料>
12

Fernet Branca 1882 “1,882 Anxious People and a Pen Cap”

1,882 nervous, anxious individuals being supplied by helicopter with an outsized pen cap
and a nail to chew. The scene is being watched by two people leisurely sipping Fernet
Branca 1882.
ナーバスな面持ちで気を揉んでいる様子の 1882 人のもとへ、ヘリコプターからつり下
げられた巨大なペンのキャップと指が届き、人々は一斉にそれらに噛み付く。その様子
を、Fernet Branca 1882 を啜りながら２人の男性が優雅に見物している。
<アルコール飲料>
13

Old Milwaukee

“Field Cut Off”

This Super Bowl spot featuring Will Ferrell shows the US actor walking up to the camera
in slo-mo to the strains of stirring music before opening a can of Old Milwaukee beer …
and then – just as he starts to speak – the ad cuts out. – After all, only 30 seconds of
airtime was booked for the commercial.

アメリカ人俳優ウィル・フェレルを起用したスーパーボウルのコマーシャル。徐々に盛
り上がる音楽にのせて、スローモーションでカメラに向かって歩いてくるウィル。そし
て Old Milwaukee ビールの缶を開けて台詞を言おうとした正にその時、突然画面は真っ
黒に。どうやら事前に確保していた予定秒数にはおさまらなかった模様。

<ノンアルコール飲料>
14

Coca-Cola

“Unlock the 007 in you”

Spurred on by a sip of Coke, the protagonist discovers the James Bond inside him. The
mission: to get the girl of his dreams. All other characters appearing in the commercial
croon along to the James Bond theme tune.
Coke を一口飲んだ青年は、自分の中に眠るジェームズ・ボンドが呼び覚まされる。ミ
ッション：理想の女性を手に入れること。登場する人々は皆ボンドのテーマを口ずさん
でいる。

<ノンアルコール飲料>
15

SodaStream

“The SodaStream Effect”

This controversial commercial, which was pulled at the last minute in the UK,
demonstrates how SodaStream equipment can be used to reduce waste. Every time the
device is used, soda bottles somewhere else are seen popping.
UK では土壇場で放映禁止になった問題作。SodaStream を使えばボトルを消費する無
駄が省けるというメッセージ。そのため機械が使用される度に、どこかでソーダ缶が破
裂する様子が描かれている。

<ノンアルコール飲料>
16

YaJuice

“Cherry”

Beautiful images of juicy cherries, roses, and a woman in red emerging from a sea of
cherries. A spot for YaJuice fruit juice.
美味しそうなチェリー、バラ、さらにはチェリーの海から姿を現す赤い衣装に身を包ん
だ女性。美しいイメージが散りばめられた YaJuice フルーツジュースのコマーシャル。

<子ども>
17

Steiff

“Don’t Be Afraid Of The Dark”

A little boy is attacked in the night by a monster and subsequently rescued by his teddy
bear. A spot for Steiff soft toys.
真夜中にモンスターに襲われる少年は、自分が持っているテディベアに助けられる。
Steiff ぬいぐるみのコマーシャル。

<化粧品>
18

Axe

“The Look”

What happens to this easy-on-the-eye guy when he’s robbed of his looks?
イケメンの面が剥がれたら一体どうなるだろう？
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<化粧品>
19

OPI

“Instinct of Color”

In this spot, OPI’s nail varnish colors are presented by dancers performing to the strains
of “Down the Road” by French DJ band C2C’s together with a thoroughbred displaying
its varnished hooves.
フランスの DJ バンド C2C による「Down the Road」にのって、ひずめにネイルポリッ
シュを塗ったサラブレッドとともに、ダンサーたちが OPI のネイルポリッシュのバリエ
ーションを紹介する。

<化粧品>
20

Axe

“Morning After Pillow”

Some risks and adverse reactions triggered by the Axe effect: the need to cuddle the girl
you picked up the night before. The solution: the Axe morning-after pillow. Simply inflate
and place under the woman’s head.
Axe を使した際のリスク及び不都合な副作用：一夜を共にした女性との添い寝。解決
策：翌朝の Axe 枕。空気を入れて膨らませ、女性の頭の下に置いてあげるだけ。

<化粧品>
21

VO5

“Pageant”

At the village contest organized by eligible young men, VO5 pomade is – in
contravention of the competition rules – applied. The traditionalist village dwellers are
outraged: VO5 Extreme Style – Break the mold.
独身男性が出場する村のコンテストにて、ルールに反して VO5 ポマードが使用される。
伝統を重んじる村の人々は大変遺憾の様子。「VO5 Extreme Style – 型にはまるな」

<エンターテイメント>
22

ZombiU

“ZombiU Game Trailer”

The trailer for ZombiU gives us a taste of the fight for survival featured in the videogame.
We are shown a virus spreading rapidly and zombies fighting with the survivors.
ビデオゲームの中で繰り広げられるサバイバルの様子を先行公開した ZombiU の予告編。
たちまち広まってしまうウイルス、そして生き残った人間と戦うゾンビの様子が映し出
される。

<食品>
23-25

Cadbury Screme Eggs

“They’re Here,” “Last Stand,” “Cornered”

In this spots, the delicious chocolate eggs from Cadbury are attacked by creepy
Halloween versions of their own kind. Pay-off: Cadbury Screme Eggs. Get them while
you last.
Cadburyn の美味しいチョコエッグが、ハロウィンバージョンのチョコエッグに襲撃さ
れる作品。キャッチコピー：Cadbury Screme Eggs。やられる前にゲットすべし。

<ハウス＆ガーデン>
26-28

BGH Microwaves

“The Big Steal,” “Diet,” “It’s Mine”

Food prepared in BGH microwaves is so delicious that it has to be alarm-proofed with
Tupperware to protect it from co-workers.
BGH 電子レンジでチンした料理の美味しいことといったら。同僚から守るためにタッ
パーにアラームをつけておく必要があるほど。

<ハウス＆ガーデン>
29

Omo

“Set Free”

A little girl sets about liberating all of the living creatures – from spiders through to
ladybugs. Pay-off: If you love something, you set it free. – Omo. Dirt is good.
クモからテントウムシまで、すべての生き物を少女が解放してやる。キャッチコピー：
大好きなものは、自由にしてあげよう。

<ハウス＆ガーデン>
30

BGH Air Conditioner

“Summer Hater”

Thanks to the smooth functioning of the BGH a/c system, a grumpy “summer hater”
decides to stay at home.
機能的な BGH エアコンのおかげで、「夏嫌い」の気難し屋は室内に留まることを決意
する。
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<その他>
31

World Gold Council “Diwali”

To celebrate Diwali, the Hindu festival of light, a mother gives her daughter-in-law a gift –
a dusty old television set. Gold jewelry would have been a better investment. A spot for
the World Gold Council.
ヒンズー教の新年祭ディーワーリーを祝し、母親が義理の娘に贈ったのは..埃を被った
古いテレビだった。投資するなら、ゴールドの宝石の方が良き投資になったろうに。
World Gold Council のコマーシャル。

<オフィス>
32

Brother

“The Printer Orchestra”

This spot for the multifunctional devices from Brother offers us a new, copier-inspired
take on Bob Dylan’s “The Times They Are A-Changin’.”
Brother の多機能機器 CM は、ボブ・ディランの「The Times They Are A-Changin’」を
コピー機が奏でる。

<ペット食品>
33

Montego

“Family Ties”

A little boy gathers sticks and another is jumping up and down in front of the window: we
consider our pets as members of the family – and should feed them accordingly. A spot
for Montego pet food.
枝を拾い集めて来る少年や、窓の外でジャンプしている少年。そう、我々はペットを家
族同然に見ているのだ。だから食事も相応に与えてあげよう。Montego ペットフードの
コマーシャル。

<写真>
34

Canon

“Inspired”

To get that perfect shot, this spot’s protagonists expose themselves to the most perilous
of situations. They climb up onto snow-covered roofs, explore bat-infested caves, and go
sprinting alongside a giraffe.
パーフェクトな一枚を撮ろうと、本作の人々はいずれも最も危険な行動に出る。ある者
は雪に覆われた屋根にのぼり、またある者はコウモリの住む洞窟に入り、そしてまた別
の者はキリンとともに荒野を走り回る。

<公共イベント>
35

Tedx Amsterdam

“Balloons”

Artist Guido Verhoef was commissioned by Tedx Amsterdam to investigate the
dichotomy of creation and destruction for its event on November 30, 2012. With the help
of balloons, the rewind effect shows how closely the two are related.
アーティストのグイド・バーホフは、2012 年 11 月 30 日のイベントで創造と破壊の二
分法について Tedx Amsterdam より研究を依頼された。風船を用いたイベントの様子は、
巻き戻しで映し出される映像を見ると、創造と破壊がいかに密接に関わっているのかが
分かる。

<出版・メディア>
36

ESPN

“Born Into It”

ESPN promoted their coverage of the English Premier League’s Manchester City vs
Manchester United derby with this spot, which examines fans born on both sides of the
Red/Blue divide and just how different they really are …

ESPN が送る、英プレミアリーグのマンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイ
テッドの試合告知。赤と青、それぞれのチームのファンの姿を追ってみると、両者がい
かに違うのかがお分かりいただけるだろう...。

<出版・メディア>
37

GO – Video on Demand

“The Man Who Lived in a Film”

The protagonist in this spot keeps finding himself in the midst of various movie scenes,
be it when bathing or taking a walk in the park. Pay-off: Canal Digital – We bring the
movies to you.
主人公の男性は、お風呂に入る時も公園を散歩中も、いつもどこかで突然映画の中に迷
い込んでしまう。キャッチコピー：Canal Digital。映画をあなたのもとへ。

<出版・メディア>
38

BBC

“Stadium UK”

This impressively animated commercial offers insight into the preparations that went into
the staging of the 2012 Olympics in London, which were covered by the BBC.
BBC 放映の 2012 年ロンドン五輪に先駆けて、大会のイメージを描いた印象的なアニメ
ーション CM。
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<出版・メディア>
39

Canal+

“Fuel for Fans”

This spot for TV broadcaster Canal+ shows us what it is that really gets sports fans
going. They are seen sledding up hill and down dale, urged on by the sports coverage
on Canal+.
TV 局 Canal+のコマーシャルは、スポーツファンの原動力となるものは何かを描く。彼
らは Canal+のスポーツ番組を見て、さながらゴールを決めたプレーヤーのごとく丘を
上り谷を下る。

<小売>
40

Saturn

“Sports Bar”

A broken TV in a bar sparks street fights and riots all over town. A spot from the
campaign entitled “The World Needs Better Technology” for consumer electronics chain
Saturn.
とあるバーの TV が壊れ、それが通りでのケンカや暴動に発展してしまう。消費者エレ
クトロニクスチェーン Saturn による「世界はより良いテクノロジーを必要としている」
と名付けられたキャンペーンのコマーシャル。

<小売>
41

Harvey Nichols

“The Dress”

Harvey Nichols’ Christmas spot explores, with their take on the death stare, the dilemma
of the “same dress” situation.
Harvey Nichols のクリスマス CM が殺人的視線とともに送るのは、「同じドレス」の
ジレンマ。

<小売>
42

XXL Sports United

“Zombie”

How to get rid of zombies? With kit from XXL Sports United and the strength of
combined forces. We witness the battle between athletes and zombies culminating in a
big stadium final.
ゾンビを追い出すには？XXL Sports United のスポーツ用品とみんなの団結が正解。
アスリート対ゾンビのバトルは、スタジアムでの「決勝戦」でクライマックスを迎える。

<小売>
43

John Lewis

“The Journey”

A snowman disappears out of the garden and heads off on a long journey to get his
snow-woman a scarf, gloves, and cap from John Lewis. The spot plays to a cover
version of “Power of Love” sung by Gabrielle Aplin (original version by Frankie Goes
to Hollywood).
スノーマンが庭を抜け出し、彼女のためにはるばる John Lewis まで旅に出てマフラー
と手袋、帽子を買ってくる。BGM はガブリエル・アプリンの歌う「Power of Love」
（オリジナルは Frankie Goes To Hollywood）。

<小売>
44-46

Ocean State Job Lot “Bar,” “Bridge,” “Dock”

In this commercial for discount chain Ocean State Job Lot, US actor Frank Vincent plays
the tough Mafiosi Father Christmas. Appalled by the horrific amounts of money being
spent he threatens to employ mafia methods when collecting money from customers
who run up debt.
ディスカウントショップ Ocean State Job Lot の 3 作品。アメリカの俳優フランク・ヴ
ィンセントがタフなマフィアのボス、サンタクロースを演じる。人々のあまりの無駄遣
いに愕然としたボスは、借金を重ねる客から金を回収するのにマフィア的手法で脅す。
<サービス>
47+48

Svensk Adressändring

“Paris,” “Dancer”

Failing to notify others of a change of address can have drastic effects: Kjell married
Britt-Marie, the letters from his former (male) lover in Paris never having reached him.
住所変更を知らせないと、それが人生に大きな影響をもたらすこともある。例えば Kjell
は Britt-Marie と結婚し、パリで出会ったかつての（男性の）恋人からの手紙が手元に届
くことはついぞなかった。

<サービス>
49

Belgian Natural Gas Association

“Natural Gas”

This spot shows us that natural gas is the best friend of solar energy. Matchstick figures
are used to illustrate how energy gets inside the house – and how energy is supplied by
natural gas.
天然ガスは太陽光と一番相性が良いと伝える作品。毛糸でできた小物を使い、エネルギ
ーが家の中に行き渡る様子と、そのエネルギーが天然ガスによって供給される様子が描
かれる。
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<サービス>
50

Widerøe Airline

“Grandpa’s Magic Trick”

A young boy is excitedly trying to persuade his grandfather to do a conjuring trick with
him. The latter merely shakes his head before suddenly rubbing his hands together and
– apparently – magicking a plane out of the sky.

幼い少年が祖父にもう一度魔法をしてみせてとせがんでいる。祖父はただ首を横に振る
だけだったが、突然両手を擦り合わせると「魔法」で空に飛行機を出してみせるのだっ
た。

<サービス>
51+52
Expedia/St. Jude’s Children’s Hospital
“Find your understanding”

“Find your strength,”

These spots for travel portal Expedia and St. Jude’s Children’s Hospital tell moving tales
of travel towards greater understanding of both oneself and others.
旅行ポータル Expedia と St.Jude 小児病院による作品は、自分と他人、双方を理解する
旅を描いた心揺さぶる物語。

<社会＆環境>
53

PETA

“Stay Fresh and Firm”

To mark World Vegan Day, this spicy video tips a wink to the sexual benefits of going
vegan by showcasing men enthusiastically – and proudly – showing off some healthy
protrusions from inside their trousers.
世界ヴィーガンデーにあたり、際どい本作では男性たちが思い切り – また自信を持っ
て – ズボンの中を晒し、ヴィーガンである場合の性的な利点を教えてくれる。

<社会＆環境>
54

Action Contre La Faim

“Justice for Muttur”

Animated against the backdrop of a bloodstained T-shirt, this spot in support of the
petition “Justice for Muttur” recounts – from a victim’s perspective – the story of the
murder of 17 NGO staff members in 2006. To this day, the perpetrators have still not
been apprehended.
血塗れの T シャツの上で語られるアニメーション作品。「ムトゥールの正義」という嘆
願を支援する本作は、2006 年に 17 名の NGO メンバーが殺害された事件を語る。今日
に至るまで、犯人は未だ捕まっていない。

<社会＆環境>
55

Metro Trains

“Dumb Ways To Die”

“Dumb ways to die” is part of the “Be Safe Around Trains” campaign for Metro Trains. It
has become the fastest-spreading Australian viral video on YouTube.
「つまらぬ死に方」という本作は、Metro Trains による「電車周辺では気をつけて行動
を」というキャンペーンの一環で制作され、YouTube において最速で広まったオース
トラリアのヴァイラル広告となった。

<社会＆環境>
56

Rainforest Alliance

“Follow the Frog”

This spot shows us what the environmentally aware do not need to do to save the
rainforest. In reality, in fact, all they have to do is to check the products they buy to see
whether they display the emblem – a frog – used as the Rainforest Alliance seal of
approval.
環境問題を意識しているからといって、即刻熱帯雨林を救おうとしなくてもよい、とい
う本作。では実際何をすればよいかというと、普段自分が購入する製品に、Rainforest
Alliance の許可を得た証 – カエルのマーク – が入っているか、それを確認すれば良い
のだ。

<社会＆環境>
57

Alzheimer’s Disease International

“Post-it”

A world full of Post-its explaining what has to be done. That is the method employed in
this spot to show what everyday life can be like for an Alzheimer patient.
やるべきことが書かれたポストイットが散りばめられた世界。アルツハイマー病患者の
日常生活を表現した作品。

<社会＆環境>
58

War Child

“Jam”

Oil chalks could replace bullets and shrapnel from grenades and landmines. Commercial
for the War Child, an organization dedicated to helping children in conflict zones.
手榴弾や地雷による銃弾や金属片に取って代わるクレヨン。紛争地帯の子どもたちを助
ける機関、War Child のコマーシャル。
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<社会＆環境>
59

Fragile Childhood

“Monsters”

Just how frightening an effect drunk parents can have on their children is depicted in this
scary spot for the Fragile Childhood campaign. Horrific figures and monsters are the
children’s constant companions.
泥酔した親が子どもに与える影響の恐ろしさを描いた、Fragile Childhood キャンペーン
のぞっとするような作品。子どもの目には親が恐い形相の人間やモンスターに見えてい
る。

<社会＆環境>
60

Solidarite Femmes Federation National

“Le Souffle”

Take a deep breath and simply blow violent men away. That’s the message in this spot
for Fédération Nationale Solidarité Femmes, which campaigns on behalf of the victims of
domestic violence.
深呼吸をし、暴力的な男を吹き飛ばしてしまおう。ドメスティック・バイオレンスの犠
牲者たちを代表して運動を起こす Fédération Nationale Solidarité Femmes のコマーシ
ャル。

<社会＆環境>
61-63
Empire State Relief Fund
my Heart is,” “Rebuild”

“An Act of Us,” “This Home is Where

These three spots show us stars such as Al Pacino, Whoopi Goldberg, and Robert De
Niro, appealing for donations to help rebuild in the wake of the destruction wrought by
Hurricane Sandy.
アル・パチーノ、ウーピー・ゴールドバーグ、ロバート・デ・ニーロといった俳優が出
演する 3 作品。ハリケーン・サンディにより崩壊した建物の修復に寄付を呼びかけてい
る。

<社会＆環境>
64

International Children’s Fund

“Mad World”

This boys choir is vividly illustrating a very sad fact. Every three seconds, a child
somewhere in the world dies. While singing the song “Mad World” (originally done by
Tears for Fears), one choirboy after the other disappears from the stage.
とてつもなく悲しい現実を鮮明に表している少年合唱団の姿。世界では 3 秒に 1 人の子
どもの命が失われている。「Mad World」（オリジナルは Tears for Fears）を歌う少年
たちが、ステージ上から一人また一人と消えていく。

<スポーツ>
65

Nike Cricket

“Nike Parallel Journeys”

From top-flight cricketer to a child playing on the street – they are all united by their love
of cricket. The spot shows us scenes from the everyday life of authentic players, with the
soundtrack consisting solely of beatboxing elements.
一流のプレーヤーから街角で遊ぶ子ども達まで。彼らは皆クリケットへの愛でつながっ
ている。ビートボックスのみで構成された BGM にのせて、さまざまなクリケット・プ
レーヤーたちの日常の姿が映し出される。

<スポーツ>
66

Nike

“I Would Run to You”

A longing to see one’s partner makes a couple decide to run towards each other across
the vast expanse of the US continent. He ends up in hospital, exhausted, while she – in
her Nike shoes – finally catches up with him there.
パートナーに心から会いたい一、男女が広大なアメリカ大陸をひた走る。男性は疲れて
果てて入院するが、Nike シューズを履いた女性は遂に男性のもとへゴールする。

<スポーツ>
67

Budnitz

“Le Grand Tour”

A bicycle thief, played by BMX rider Bo Wade, falls in love with the Budnitz brand he has
just stolen and – and after treating himself to a long ride on it – takes the bike back to the
place where he first nicked it.
BMX ライダー、ボー・ウェイド演じる自転車泥棒は、盗んだばかりの Budnitz の虜にな
る。しばしその走りを堪能した彼は、最後には元の場所に自転車を戻すのだった。

<スポーツ>
68

Nike

“Take Control”

A very special kind of marionette theatre: we see Barcelona FC regular Andres Iniesta
skillfully outmaneuvering his opponent to score a goal.
特別仕様のマリオネット劇場。バルセロナ FC のレギュラー、アンドレス・イニエスタ
が見事に相手選手を交わしゴールを決める様を描く。

