U P TO
WO R K S
今月の
注目広告

O OOH
サントリーホールディングス／企業

RUGBY WORLDCUP JAPAN 2019
×サントリー

OOH
ラグビーワールドカップ、感動しましたね…。
あんな怖そうな相手に
正面からぶつかる勇気と無骨さ。
ふだんつい衝突を避ける自分にとっては
背筋が伸びる思いでした…。
この広告も、そんなラグビーのすばらしい精神性を
表現しようと始まりました。
背番号だけ。肉体性を削ぎ落とすほどに、
心が浮き彫りになってくる感じがしました。
デザインと定着のおかげでシンプルに成立できて
ふだんつい情報盛りがちな自分にとっては
背筋が伸びる思いでした…。
（ 電通 クリエーティブディレクター 栗田雅俊）
○企画制作／電通＋ MR_DESIGN +Dentsu Craft Tokyo + P.I.C.S
○ CD ／菅野紘樹、東畑幸多○ CD ＋ C ／栗田雅俊○ AD ／佐野研二郎
○ C ／水本晋平、武田裕輝、澤田桃子○ D ／曽我貴裕○撮影／樋口謙一
○ PR ／藤岡将史、池田了○プロジェクトマネージャー／北本航、高橋りさ
○製版＋印刷／アド・シーズ○ AE ／松山洪文、水上悟志、齊藤衣子○掲
出／京王線飛田給駅、JR 横浜線小机駅
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M M OV I E
東京ミッドタウンマネジメント／

TOKYO MIDTOWN
「 Imagination MIDTOWN CHRISTMAS」

Web ムービー
東京ミッドタウン
「クリスマスの Imagination」です。
今回は、女の子が上を見上げていると…
頭上にサンタが！！クリスマスの表現が
たくさん出てくるシーズンに、
リアリティとファンタジーが
うまくバランスされて
変わった見え方になるといいなと思いました。
（電通 アートディレクター 玉置太一）
○企画制作／電通＋ ROBOT ＋ sora.inc ○ CD ＋ AD ／玉置太一○ AD
／深沢夏菜○ D ／菅原良太、角島喬○ PR ／中野良隆、加藤卓郎○ PM
／中村薫○撮影／白鳥真太郎○照明／片岡徹○美術／小林康秀○音楽／穴
水康祐○ CG ／谷内正樹○編集／金子雄亮○ ST ／高橋匡子○ HM ／

Yuri Nakajima ○スタジオ／イメージスタジオ 109 ○出演／水谷維明
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「謎肉増量」篇

M：

♪〜

ケイン：ナゾニク ゾウリョウ カップヌードル
ナゾニク ゾウリョウ パーフェクトボディ
ナゾニク ナゾニク
メカニック
（メカニック メカニック）
駅ビル
（ All right！）
自社ビル
（ Come on！）
ボディビル
（ Yeah！）
チグリス ユーフラテス ベンチプレス
ジュウク ニジュウ Twenty One
大崎 品川 高輪ゲートウェイ

NA： カップヌードルは人気の具材が増えて
リニューアルしました。

C CM
日清食品ホールディングス／日清カップヌードル
テレビ CM
どこまでも足し算の表現なので、
編集を何回もやればやるほどほど、

CG を詰めれば詰めるほど、
MA ルームに入れば入るほどほど、
面白くなっていく楽しい仕事でした。
普通は逆なのですが。特に MA でクオリティは
大きく変わっていく気がして、やはり CM は
音と言葉でできているなあ、と感じました。
ちなみに最後のシンプルな商品カットは

CM プランナーの茂庭竜太君が
15 分くらいでレイアウトしました（笑）。
（電通 クリエーティブディレクター 松村祐治）
○企画制作／電通＋ソーダコミュニケーションズ○ ECD ／齋藤和典○

CD ＋ C ＋企画／松村祐治○ AD ／井本善之○ C ＋企画／茂庭竜太○ I ／
大山慶○ PR ／今野俊也、橘慎哉○ PM ／白川敏之○演出／渡邉直○撮
影／松石洪介○照明／佐伯琢磨○音楽／河副洋之○ CG ／二瀬具洋、斉
藤壮平○ ST ／片山彰乃○ HM ／呉あきえ○ AE ／島田裕一郎、傍島篤
夫、卯木剛○スタジオ／角川大映スタジオ○ CAS ／足立紗弥香、ヤマウ
チトモカズ○出演／ケインコスギ

C C A M PA I G N
クリーニングモリ／奈良新聞
新聞広告
ティザーとして 3 日間に渡り
次第に大きくなっていく広告サイズで
白紙とロゴのみの原稿を、
最終日に 3 日間のティザーのネタバラシとして
コピー付きの 15 段広告を出稿しました。
「 新聞広告ですが、ネット広告にもしましょう」
と提案し、実現した企画です。
結果、Twitter 上で 100 万以上の
インプレッションを獲得し、
大きな話題となりました。

SNS 上での拡がりを狙った新聞広告は
テーマ設定や仕掛けにより、
広告として大きな可能性を秘めています。
この企画に負けない
新しい新聞広告プロジェクトも進んでいるので、
新聞業界と広告業界を盛り上げられるよう
これからもチャレンジしていきたい
と思っています。
（ BASE クリエイティブディレクター 西島知宏）
○企画制作／ BASE ＋ GLYPH ○ CD ＋企画＋ C ／西島知宏○ AD ＋

D ／高倉健太
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CM

COMMERCIAL

日本コカ・コーラ／こだわりレモンサワー 檸檬堂
檸檬堂「 全国開店」篇
＜テレビCM30秒＞
♪〜
店員： レモンサワー、いっちょう！
阿部： お好きですか？
岩井堂： え？
阿部： レモンサワーです。
岩井堂： ええ。まあ、最近。
阿部： よかった。
岩井堂： それは？
阿部： レモンをすりおろしています。
丸ごと。
岩井堂： 丸ごと？！
阿部： それをお酒に漬け込みます。
じっくりと・・・じっくりと・・・
じっくりと。
岩井堂： 聞こえてます。
阿部： これが一番美味しいと、信じてるんで。

NA： 調理するように、丁寧につくりました。
こだわりレモンサワー 檸檬堂
女性： 美味しい！

STAFF ： ○企画制作／電通＋太陽企画○ CD ＋企画／岡部将彦〇
CD ＋ C ／仁藤安久○ AD ／碓井達朗○ PR ／小野崎毅、藤島俊晃○
PM ／坂田邦彦、大内雅未、松岡勇磨○演出／芳賀薫○撮影／重森豊

COMMENT ： 日本コカ・コーラ初のアルコール飲料、檸檬堂。その
こだわりの美味しさを伝えるために「檸檬堂」というレモンサワー専門

太郎○照明／中村裕樹○美術／枝広淳良○編集／齋藤任左（オフライ

店の物語をつくりました。こだわりが強く、ひたむきで、まっすぐ “ 過

ン）、入野俊郎（オンライン）○音楽／穴水康祐○ ST ／櫻井賢之（阿

ぎる " 店主像は、まさに阿部寛さんそのものです。企画コンテを阿部

部）、富田彩人（サブキャスト）○ HM ／ Azuma

さんで当て書きするとスルスルと筆が進みました。改めて、阿部さん

（阿部）、主代美樹（サブキャスト）○ CAS ／市村

は偉大だなと。

一弥○ AE ／三上孝光、渡部俊正、清野絢○出演

（クリエイティブディレクター 岡部将彦）

／阿部寛、岩井堂聖子

● https://www.youtube.com/watch?v=icwQThAX94s&list=PLdZBeX6ot1G88RL84KY68brob_-2QWcTE&index=8&t=0s

FPパートナー／マネードクター

GYAO／GYAO！

「 扉」篇 ＜テレビCM30秒＞
高橋：

こんにちは

高橋：

男性：

こんにちは

ファミリー妻：こんにちは

NA（駒井）：

自分のお金は、

高橋：

自分でなんとかする時代。

NA（駒井）： それがきっと、

高橋：

こんにちは

女性：

はい

園児と先生：

こんにちはー！

高橋：

わかりました

農家夫妻：

おーい！

NA（駒井）： この国をもっと豊かに、

NA（駒井）：

必要なのは、お金より、

もっと幸せにすると

お金の相談相手かも

信じているから。

しれません。

S：

だから私たちは

こんにちは
返済プランは…

一人ひとりが、

＜テレビCM15秒＞
木村：

「 ２人のKōki,」篇
＜テレビCM15秒＞

木村：

いしーん

オッチャン： あ？

オッチャン：

でんしーん

噛み砕いてもいい

木村：

話題動画無料で見るなら

わたしのリフレッシュは

オッチャン： あれってどれ？

NA：
S：

いい動画と、暮らそう。

ちょっとよくばり

木村：

オッチャン：

あ…

オッチャン
あれ見る？
あれってあれよ

オッチャン： あれかー、あれもう見たわ

木村：

もう、何やってんの

木村：

オッチャン：

ごめーん…

じゃあ、あれ？

オッチャン： あれは、ええね

Kōki,：なめてもいい

もうふつうのじゃ
ものたりない

S： １粒で２つのリフレッシュ
Kōki,：わたしはe-ma

木村＋オッチャン：ギャオーン

お金と向き合える国へ。

ファミリー子供： きたよー

NA（駒井）：

UHA味覚糖／e-maのど飴

GYAO！ 木村さんとオッチャン「 以心伝心」篇

マネードクター、

頼れるファイナンシャル

始まります。

プランナーをみんなに

駒井：

マネドク！！

届ける。

S：

マネードクター（マネドク）

COMMENT：定番商品の e-ma のど飴に新たな気づきを。のど飴として「なめてもいい」。
タブレットのように「噛み砕いてもいい」。２面性を併せ持つ唯一無二のリフレッシュとして世
の中に再定義しています。「なめる」
「嚙み砕く」それぞれを象徴する衣装に身を包んだ２人の

COMMENT：新ブランドの立ち上がりにあたって、ブランドの目指すお客さまとの関係を象

Kōki, さんを通して、e-ma の２つのリフレッシュを表現。衣装だけでなく表情やポーズの違

徴するキャラクターを主人公にしました。高橋一生さんが演じるのは、人生やお金のことを何
でも相談できる頼れる FP ＝「マネードクター」。親しみを込めて「マネドクさん」と呼ばれて

いまで大切にすることで、コンセプトが強く印象に残る画作りを心がけました。前衛的なファ

COMMENT ： 桃色のオオカミ・オッチャンが登場する新シリーズがスタートしました。木村

ッション、空間、音楽、フィルム撮影による独特のトーン＆マナー、それらすべてを積み重ねる
ことで、e-ma に対する固定概念を打ち破ることも狙いのひとつ。ロングセラー商品だから

いる彼が、日本のどこかにある小さな島で島中の人のお金にまつわる様々な相談を受け、親身

拓哉さんとともに暮らすオッチャンは、「そこにいる」印象にこだわり、ストップモーションア

になってアドバイスをすることで笑顔を作っていく。お客さまとの「距離の近さ」を意識しな

ニメにチャレンジ。ストップモーションアニメでもオッチャンを役者として捉えることにこだわ

がら描きました。（博報堂クリエイティブ・ヴォックス エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレ

りました。オッチャンの声の正体はまさかの豊川悦司さん。会話のリアリティを出すために

クター／ CM プランナー 牧田智之）

MA で合わせるのではなく、撮影現場で木村さんと実際に会話していただきました。現場、緊

――

張しました。

STAFF ： ○企画制作／博報堂＋博報堂クリエイティブ・ヴォックス＋ハッピーアワーズ博報堂＋
博報堂プロダクツ○ ECD ／牧田智之○企画＋ C ／大平尚明○ AD ／中谷佳保里〇コミュニケー
ションデザイン／宮永充晃〇 CPR ／久保慶一郎○ PR ／三浦洋輔○ PM ／相吉こづえ、為広晋

（HASHI inc. クリエイティブディレクター 橋田和明）

こそ、新たな気づきを生み出すための工夫にも力を注ぎました。
（ADK クリエイティブ・ワン クリエイティブディレクター 守田健右）
――

STAFF ： 〇企画制作／ ADK クリエイティブ・ワン＋ ADK マーケティング・ソリューション
ズ＋ピラミッドフィルム○ CD ＋ C ／守田健右○企画＋ C ／武田正文〇企画／足立昌彌○ AD

――

／田邊大〇 D ／長島彩香○ PR ／有田豊広、吉田有希○ AgPR ／松浦志帆○ PM ／小川亜
希〇 APM ／峯尾麻衣子、山口培○演出／佐渡恵理○撮影／宮原夢画○照明／筑田康司○美

吾〇シューティング／野田将貴○演出／賀内健太郎○撮影／槇憲治○照明／

STAFF ： ○企画制作／博報堂＋ NION ○ CD ／橋田和明○企画＋ C ／渡辺潤平○ AD ／
山下隼太郎○ PR ／武井寿幸、松原史和○ PM ／上田沙綾○演出／関口

野村直樹○美術／福澤裕二○編集／入澤大志郎（オフライン）、坂詰正記（オ

現○撮影／阿藤正一○照明／中村裕樹○美術／中村桃子○音楽／茂木英

楽／福島節○ SE ／成田明人○ MA ／由井昌宏○ ST ／高橋毅○ HM ／

ンライン）○音楽／福島節○ ST ／藤長祥平、池田清志○ HM ／田中真維、

興○ ST ／宇都宮郁子○ HM ／佐藤富太○ CAS ／福嶋裕一郎、鈴木絢

西村桜子○ CAS ／冨井和也○ NA ＋出演／駒井蓮〇出演／高橋一生

子○ AE ／青柳大輔、久我哲史、繁田快秋○出演／木村拓哉

TAKU（ヘア）、UDA（メイク）○ CAS ／村上高志、定方理紗○ CG ／
尹剛志、塚本時彦○ AE ／増田学○出演／ Kōki,

● https://fp-moneydoctor.com/service/promise/
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● https://gyao.onelink.me/AeWv/a9d354e4

術／松本千広○編集／栃澤孝至（オフライン）、前光則（オンライン）○音

● https://www.youtube.com/watch?v=aiLvYYPWfbM

NP

NEWSPAPER

森永乳業／ビヒダス ヨーグルト
「 50 年の研究成果を、日本の大腸へ。」

ネスレ日本／キットカット
「 ＃キットずっとプロジェクト
『 こどもたちの未来のためにできる
かな。』」

STAFF: ○企画制作／電通＋電通テック○ＣＤ＋Ｃ／菊池雄也○ＡＤ／中村庸介○Ｃ／北川秀

STAFF: ○企画制作／ Wunderman Thompson Tokyo ＋下園環デザイン事務所○

彦○Ｄ／石井奏○ＰＲ／笠倉久美子○撮影／黒澤康成○ＳＴ／工藤祐司○ＨＭ／及川美紀○レ

CCO ／新沢崇幸○ＡＤ／谷野一矢○Ｃ D ＋ C ／矢部薫○Ｄ／板倉結希恵○ＰＲ／桐生陽明、柏

タッチ／片山ツトム○ロケ地／横浜スーパー・ファクトリー○製版／浅野製版所○出演／森永乳
業【ビフィズス菌】研究員 28 名○掲載／読売（9/28）

UACJ ／企業
「アルミニウムは、つづく」
STAFF: ○企画制作／ ADK マーケティング・ソリューションズ＋ ADK クリエティブ・ワン＋

STAFF: ○企画制作／電通＋アドブレーン○ＣＤ＋ C ／保持壮太郎、石田文子○ＡＤ／小島義

原健介○撮影／若井寛○ＳＴ／中村薫○ＨＭ／佐藤実津希○美術／亀山智保子○レタッチ／藤

広、大谷和宏○Ｄ／長谷康平、寿山史 恵○製 版／日庄○掲載／読売、朝日（ 10/22）、日経

目鉄平○ＣＡＳ／トキオ・ゲッツ○出演／ノッポさん、ゴン太くん○掲載／朝日、読売（10/6）

（ 10/23 ）

UACJ ／企業
「アルミニウムとモビリティ」

n+n ○ SCD ／辻毅○ＣＤ／山崎雅之○ＡＤ／落合耕平○Ｃ／星聡宏○Ｄ／榎田泰雄、酒井豪
○ＰＲ／伏屋幸太郎、山﨑裕貴○撮影／渡邊龍平○ＳＴ／ Remi Takenouchi ○ＨＭ／三反
理沙子○ＣＧ／宮武泰明、齋藤加奈○レタッチ／中村洋平○製版／日庄○出演／ Alyssa T. ○
掲載／日経（ 10/22）

明治／明治 ドリームキッズ募集広告
「 育てからだ。育てこころ。」

日東電工／企業広告
「 Nitto DNA 篇」

STAFF: ○企画制作／ ADK マーケティング・ソリューションズ＋ ADK クリエティブ・ワン＋

STAFF: ○企画制作／マッキャンエリクソン＋クラフトワールドワイド○ＣＤ＋ C ／村山泰彦○

n+n ○ SCD ／辻毅○ＣＤ／山崎雅之○ＡＤ／上杉麻実○Ｃ／星聡宏○Ｄ／榎田泰雄、酒井

ＡＤ／遠藤真治○Ｄ／山橋正太○ＰＲ／高橋直子○撮影／中島洋介○レタッチ／宋銘沛○ AE

豪、高原超子○ＣＰＲ／木本真一○ＰＲ／伏屋幸太郎○ＣＧ＋レタッチ／栗山和弥○製版／日庄

／下江礼、古橋聖也○ロケ地／日東電工イノベーションセンター inovas ○製版／トーン・アッ

○掲載／日経（ 10/24）

プ○掲載／日経（ 10/25）

日揮ホールディングス／企業広告
富士フイルム／企業広告
「マンモグラフィ」篇、
「 医療 IT」篇、
「非破壊検査」篇

「 MISSION DRIVEN. 世界に課題があるかぎり。」
STAFF: ○企画制作／電通＋ビルド・クリエイティブハウス＋Ｔ- Ｆｏｘ○ＥＣＤ＋Ｃ／石川透○Ｃ
Ｄ＋ＡＤ／福田航○ＡＤ／深沢夏菜○Ｄ／大間猛○ＣＰＲ／名取康文○フォトＰＲ／高橋知子○

STAFF: ○企画制作／電通＋ gyro ＋アドブレーン○ＣＤ／小澤裕介○ＡＤ／新ヶ江友也○Ｃ／下大洞将志○Ｄ／田中暢、金子直樹○ CPR ／近田理

撮 影／ 数 井 啓介 ○ 美 術／吉 嶺 直樹 ○レタッチ／中川博 之○ 製 版 ／ 精 美 堂 ○ 掲 載 ／日経

英○製版／日庄○掲載／日経（ 10/1「マンモグラフィ」篇）、
（ 10/8「医療 IT」篇）、
（ 10/23「非破壊検査」篇）

（ 10/1）
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ロッテ／シャルロッテ
「一枚文庫」

商品の発売開始の秋にちなみ、読書の秋と絡めて小説
とのコラボキャンペーンを実施。商品と絡めた形で、9
名の人気作家に既存の人気作品のアナザーストーリー
を書き下ろしてもらい、
「 一枚文庫」としてサイトにて
公開。
――
○目的／商品内容と世界観
（ 本格的な生チョコレート
の贅沢な味わいと満足感を手軽に楽しんで欲しい）の
理解
○ターゲット／ 20 〜 40 代の女性
○開設期間／ 2019 年 10 月 1 日〜 2020 年 3 月 31 日
――

COMMENT:“ たくさんのこだわりと繊 細な技がつま
っている ”というシャルロッテの商品特長は小説にも
共通しているものだと思い、今回のキャンペーンを企
画しました。このコラボレーションを実施するにあた
り、“ チョコレート” や “ シャルロッテ ” に関するエッセ
ンスを物語に盛り込んでいただきました。各作家さん
に豊かな語り口で表現していただいたお陰で、お客様
に感じていただきたかった商品の世界観にぐっと深み
を持たせることができました。
（ ロッテ 宣伝担当 コミュニケーション戦略課 井上貴
美子）
――
STAFF: ○ 企 画 制 作／ Quark tokyo ○ CD ＋企 画 ／伊 関 千
尋○企画＋ PM ／北 島大 和○ AD ／伊與田千
恵○演出／三本菅 悠○ PR ／橋 本 真奈 ○ PM
／大 垣明 久○ 編集 ／ 下平佑馬○ AE ／諸橋 泰
正
● https://www.lotte.co.jp/products/brand/charlotte/ichimai-bunko/

渋 谷スクランブルスクエア／ SHIBUYA SKY
（渋谷スカイ）
「 SHIBUYA SKY BRAND SITE」

空間全体像とコンテンツを行き来するビジュアルコン
テンツ・施設コンセプト・コンテンツ紹介・開発の背
景・オリジナルデザインのスーベニアを紹介し、訪問者
に施設理解と興味喚起を促す Web サイト。
――
○ 目 的 ／ 渋 谷 上 空 229m の 展 望 装 置 SHIBUYA

SKY（ 渋谷スカイ）のお客様理解を深めるための情報
発信
○ターゲット／渋谷スカイに興味を持った人
○開設期間／ 2019 年 11 月 1 日〜
――

COMMENT: 渋谷上空 229m の展望装置 SHIBUYA
（ 渋谷スカイ）
は、施設全体を大きな空間装置とと
SKY
らえ、その入口から出口までを一貫した体験ストーリ
ーで設計しています。文章や写真だけでは理解が難し
い施 設の 全 体像を、3D データと写 真を組み合わせ、
ダイナミックな視点変化の演出で直感的に感じていた
だくのが狙いです。施設全体像とコンセプトを多くの
人に届け、興味を持っていただける Web サイトを目
指しました。
（ ライゾマティクス クリエイティブディレクター 清水
啓太郎）
――
STAFF: ○企画制作／ライゾマティクス
共通 ○プロジェクトディレクター／有國恵介○ CD ＋ PR ／清水啓
太郎○ C ／竹田芳幸○ AD ＋ D ／木村浩康○ HTML＋ PRG ／塚
本裕文○ 3D モデルサポート／細野隆仁○撮影／シンヤケイタ（コンテ
ンツ）、吉濱篤志（スーベニア）
コンセプトビジュアル ○ AD ＋ D ／小林洋介、
川島康太郎○ I ／ DAN MATUTINA
コンセプトムービー 〇制作／ティー・ワイ・オー
● https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/brand/
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