Contents

1 巻頭特集＝外国人に向けた新聞社の情報発信
6 話題の広告事例
10 広告主が自ら語る話題の新聞広告
11 新聞社紹介［山形／静岡／京都］
14 うちの宣伝セクション

［株式会社トウ・アドキユーピー］

［株式会社小学館］
（写真右）

日本アドバタイザーズ協会との
共催セミナーから

15 アドキャッチ
16 クリエーターの眼

●2016年1月1日発行

に︑手に取った外国人観光客が

る訪日外国人観光客に向けて東

化に取り組む流通業をはじめ︑

とともにインバウンド対策の強

の後︑夏休みシーズンの７月に

や新宿などの人気エ

ました︒内容は銀座

３言語表記で発行し

字︑中文・繁体字の

う英語︑中文・簡体

読んでいただけるよ

で︑多くの国の方に

外国語のみの掲載は初の試み

︵ 営業局メトロポリターナ副編

年２月の発行を予定しています︒

あると考えています︒次号は

化し︑まだまだ広がる可能性が

は神社など広告主の業種も多様

ファッションブランド︑さらに

業が中心でしたが︑製薬会社や

目では百貨店を中心とした流通

に３号目を発行しました︒１号

江崎グリコ

◉江崎グリコ、
グリコ乳業合併告知

外国人に向けた
新聞社の情報発信
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを控え︑海外から日本へ

ショッピングガイドとして利用

駅構内専用ラックのほか︑空港

できるように構成しています︒

関心が向けられています︒ 年の外国人旅行者数も過去最高を更新する
など︑外国人への情報提供の需要が高まっています︒本号では︑訪日客
向け︑国際会議やイベントにあわせた訴求︑世界に向けたメッセージ発

産経新聞社が発行するフリー

京の魅力を発信するべく︑中華

さまざまな広告主や関係者から

してインバウンド版の配布を実

２号目︑国慶節にあわせた 月

リア情報と︑百貨店

集長・伊藤洋典︶

◉国際学部開設告知

やホテル︑観光案内所︑日本政

マガジン﹃メトロポリターナ﹄

圏最大の祝祭日に当たる春節を

高い評価をいただきました︒そ
ます︒２００３年の創刊時から

施しました︒
発行を続けていますが︑増加す

のタイアップを中心

◉The Way長崎新聞配達ルートデータMAP化プロジェクト

近畿大学

◉愛媛新聞

信︱︱の切り口から新聞社の取り組みを紹介します︒ ︵執筆者名︑敬称略︶

府観光局の海外事務所などにご

協力いただき 万部を配布しま
した︒

は︑東京メトロ駅構内の専用ラ

迎えた 年２月に臨時増刊号と

発行後は外国人旅行者の増加

ックで毎月 万部を配布してい

﹃メトロポリターナ﹄
インバウンド版
産経新聞東京本社

全国農業協同組合連合会
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連合 27 社

肝炎啓発キャンペーン企画

◉雑誌とは、
時代の景色だと思う。光文社、マガジンハウス

福砂屋、松竹、明治、三菱重工印刷紙工機械、新日本製薬、ビッグモーター、
オフィスオーガスタ、日本ロレアル、アキレス、ポディウム、ネクスト
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都心で働く女性をターゲットに

20

アルビレックス新潟など協賛 9 社

◉アルビレックス新潟×NGT48 新潟日報サンクスデー企画

連合 44 社

◉おおいたまほろばかるた2015
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協賛 16 社

◉蜷川実花×道後温泉 道後アート2015
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15

2015 年 10 月発行号

発行人＝一般社団法人日本新聞協会／編集＝日本新聞協会広告委員会 © 日本新聞協会 2016
東京都千代田区内幸町 2‑2‑1 〒100‑8543 TEL（03）3591‑4407 www.pressnet.or.jp

763

［水口克夫氏］

﹃名古屋ショッピング＆グルメガイドブック﹄

信し︑滞在中だけでなく旅行先を

決定する際に名古屋を選んでも

う百貨店や家電量販店の特徴を
取材し見開きで紹介したほか︑

らえるような仕組みとしました︒ 航空会社や老舗飲食店などに広

ットワーク︵中国︑シンガポール︑ ポットがそろうのがこのエリアの

ほか︑ＪＴＢグループの海外ネ

るアジアからの旅行者を対象に︑ ホテルなどで無料配布している
トなエリアに買い物やグルメス

駅・栄・大須と︑比較的コンパク

み︶には︑そのエリアの魅力と

推進︵ 外国人観光客の呼び込

地域でのインバウンド政策の

告協賛をいただきました︒

英語と中国

魅力︒それ以外にも︑自然や文化︑ 世界のニーズを結び付けていく

空港からのアクセスが良く︑名

語
︵簡体字︶
マレーシアなどの現地法人︶にも
歴史など豊富な観光資源を記事

古屋市内の主要百貨店︑飲食店︑

の２か国語
設置いただいてエリア情報を発

中日新聞社は２０１５年 月︑ しました︒中国をはじめ急増す
ＪＴＢ中部︵名古屋市︶と共同
で︑外国人観光客向けの
フリーマガジン﹃名古屋

で制作︒各

なる中部国

の玄関口と

を︑エリア

１万５千部

した︒また︑タイアップペ

クト﹂の発信へとつなげま

誘致事業﹁昇龍道プロジェ

官民一体となった観光客

で紹介し︑中部北陸９県の

活性化に取り組んでいきます︒

施策で広告主の課題解決と地域

トワークを活用した訪日客誘致

新聞社の持つコンテンツやネッ

ブックへの反響を参考に︑地元

ことが必要です︒今回のガイド

行ガイドブック﹃ Good

福岡市内のホテル約

います︒韓国の旅行会社２社か
Ａ５サイズで ページの冊

た︒形状は持ち運びやすい

などが決まっている定型広告の

どをコラム形式で紹介する日本

ている瀬戸内海の島々の歴史な

瀬戸内国際芸術祭の舞台となっ

際芸術祭２０１３﹂の開催を記

山陽新聞社では︑﹁瀬戸内国

うこと︒そして︑山陽新聞社が

外からの来場者が多かったとい

祭の特徴は︑日本だけでなく海

ということでした︒また︑芸術

しました︒
﹁瀬戸内島時間﹂とは︑ な情報が多く面白みに欠ける︑

念して﹁瀬戸内島時間﹂を発行

芸術祭においてできることは︑

ある芸術祭関連の本は似たよう

持ち無沙汰になる︑②いくつか

①船やバスの待ち時間が多く手

聞になるはずだと考えました︒

多くの人の目に留まる貴重な新

らに英字新聞も作ることにより︑

な短いコラム形式で掲載し︑さ

容を︑待ち時間でも読めるよう

ックには載っていないような内

こで︑各島の歴史などガイドブ

のを発行する││ことです︒そ

てきた声を解決できるようなも

のような前回の芸術祭で聞こえ

掲載し︑その後︑表裏に刷り増し

商業施設︑飲食店︑菓子店︑ゴ
ルフ場などです︒飲食店による
と﹁韓国人向けに翻訳したメニ
ューを作っていたが︑今まで使
うことがなかった︒ガイドブッ
クに広告を掲載してから韓国人
旅行客が来るようになり︑メニ
ューを使う機会が増えた﹂と反
応も上々です︒引き続きガイド
ブックの設置場所を広げ︑定期
的に在庫管理を行い︑韓国人旅
行客との接点を増やしていきた
いと思います︒
︵新媒体開発室
兼経営企画局・田崎行範︶

英語表記を含めた巨大なウエル
カムボードを掲示︒仙台駅に降

人の見込みでしたが︑諸外国か
らの参加者も含め︑予想を上回
る延べ 万人以上が参加︒仙台
市や協賛企業からは︑防災とい
う固いテーマながら︑市民の参
加と国際色豊かな企画展開によ
り︑会議や協賛の意義・目的を
浸透させることができたという
評価をいただきました︒
︵営業局営業部・石畑雄啓︶

合計 万部各島の会場や案内所
などに設置︒広告主は海外進出
している企業や企画に賛同いた
だいた企業でしたが︑両言語共
通の広告主になるため︑英語バ
ージョンの広告も制作してもら
いました︒社名のみの広告では
ありましたが︑日本人だけでな
く海外の人にも読んでもらえる
新聞を発行できたことで︑地方紙

でも海外へのコミュニケーショ
ンの方法があることを実感でき︑
可能性を示すことができました︒
︵ 営業局広告本部広告部・尾崎
敦志︶
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ショッピング＆グルメ
ガイドブック ﹄
︵Ａ４サ
イズ・ ページ︶を発行

際空港セン

西日本新聞社はアジアのゲー

ました︒福岡に来る韓国人旅行
か所に設置し︑年１回︑

ら同ガイドブックを福岡行きの
子型︒広告は︑純広と写真の位

中部国際空港セントレアの国際線到着ロビー

︵広告局広告一部・大前憲司︶

トウェイである福岡に本社を置

﹄
Morning Fukuoka!
を発行しました︒港や

客は年々増加し︑２０１４年に
３万部を無料配布して

の回遊性と地図や交通情報︑ク
旅行者に配りたいという要請が
２種類があります︒広告主は︑

年６月︑観光客の福岡の街

ーポンなどによる利便性を高め
置や枚数︑説明のための文字数

てシリーズ掲載したほか︑専用
ＨＰの映像や仙台駅前屋外ビジ

作・放映︒会議初日の朝刊では︑ 込んでいました︒

り立った外国人らが熱心に読み

震災から学んだ防災の経験と教

ョン用映像を英語字幕入りで制
のもと実施したい︑会議を機に

の会期中
に仙台駅
２階直結
ペデスト
リアンデ

語と英語の新聞のことです︒

①取材力を生かし︑地元の新聞

まずは︑瀬戸内島時間の日本

ッキにも

術祭に参加した人からヒアリン

社だからこそ知っている情報や

年に開催された１回目の芸

グを行うと︑以下のようなこと

たものと︑翻訳した英字新聞を

当初の参加者予想は延べ４万

会議に外国人の方が多数参加す

〜 日

に︑３月

ンの紙面を掲出しました︒同時

訓を自分たちの言葉で世界に発

一般市

被災市民である仙台市民が﹁支

姿﹂を伝えたいとい
民や仙台

から５日間開催された第３回国

う思いを仙台市と協
で活躍す

るため︑あえて全英語バージョ

議し企画を立案︒国
る著名人

信していくことを目的としまし

内外から訪れる多数
らからコ

援への感謝﹂や﹁笑顔を取り戻

のゲストを﹁高い防

メントを

連防災世界会議を応援する市民

災意識﹂と﹁おもて

集め︑朝

た︒

なしの心﹂を持って

刊紙面に

し力強く前を向いて歩んでいる

お迎えし︑東日本大

18

語バージョンを朝刊の見開きで

英字新聞

14

が浮かんできました︒問題点は︑ コンテンツを発信する︑②上記

﹁瀬戸内国際芸術祭２０１３﹂開催記念

﹁瀬戸内島時間﹂企画

（上）ウェルカムボード
（下）仙台駅前屋外ビジョン

15

20

2015 年 3 月 14 日付

参加プロジェクトを企業の賛同

仙台市で２０１５年３月 日

おもてなし防災人企画

あり︑現地でも配布を始めまし

50

福岡市や福岡空港ビルディング︑

ージでは︑訪日客誘致を狙

トレアや名

き︑長年︑韓国での情報発信や
空港︑高速船内︵福岡
釜山︶︑観光案内所︑

は 万人を突破しています︒

−

バウンドに関する知見を得てき

交流事業を通じて︑韓国人イン

﹃ Good Morning Fukuoka!
﹄

32

ることを目的に︑韓国人向け旅

13 56
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中日新聞社
西日本新聞社

河北新報社
山陽新聞社
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外国人に向けた新聞社の情報発信

票の開始を告知︑夕刊ではセン
内の﹁

トランスを使った展示︑同施設

商業施設﹁渋谷モディ﹂のエン

ター二連版両面を使って選定作

行いました︒
２回目となる本年度
の﹁
SUGOI
JAPAN
﹂は ︑
Award2016

和を想う会﹂を開催しました︒

広島は被爆 年を迎えます︒あ
なたにとって平和とは何か︑広

んなの声を世界平和の力にして

島に想いを届けてください︒み

のメッセージを随時︑紙面で紹

ピーを原稿にしました︒
また 年のゴールデンウイー

ーケット ︵通称コミケ︶﹂
で選定作品リスト掲載紙面
の増し刷りを配布しました︒
海外への発信については︑

Crunchy-

日本のアニメ・マンガの配
信 サ イ ト 大 手﹁
﹂
︑日本のオタク文化を
roll
世界に発信するサイトとし
てフェイスブックで１８０

Tokyo Otaku

０万以上の﹁いいね！﹂を
集める﹁
﹂などと連携して取
Mode
り組んでいます︒
﹁ SUGOI JAPAN Award
﹂は 年３月 日に発
2016
表予定です︒﹁日本のスゴ
イ！を ︑世界のスゴイ！
へ︒﹂という理念の下︑国
民投票期間中の国内の盛り
上げはもちろんのこと︑投
票結果の海外への発信につ
いても︑ 年度にも増して
認知を広められるよう各種
施策に取り組みます︒︵東
京本社広告局ビジネス開発
部企画第一課・杉崎雄介︶

組 人のアーティストが平和記
念公園内のステージから歌声を
届け︑出演者と会場の皆さんが
一緒になって平和の大切さを分
かち合いました︒
平和メッセージはこの音楽祭

年７月 日︑世界的アーテ

﹂を立ち上
ACT HIROSHIMA
げました︒

ればと︑同年８月６日付朝刊か

いて改めて考えるきっかけにな

平和な世界になるか﹂などにつ

ジェクト﹁
とを話し合いました︒
THE
70th
PEACE
﹁平和とは何か﹂
﹁どうすれば

さらに輪を世界中に広げてい

ます︒

国があるなど課題が残されてい

は絶えませんし︑核実験を行う

るにもかかわらず︑紛争や内戦

世界中の人々が平和を望んでい

通じて平和であることの喜びを

紀子さんの呼びかけで︑音楽を

ラワーフェスティバル﹄﹂では︑ の平和記念公園内にブースを設

ぶ平和の花の祭典﹃ひろしまフ

クに開かれた﹁広島と世界を結

の会場はもちろん︑広島東洋カ

ィストで平和活動を行っている
ら︑オノさんの呼びかけで平和

くために︑２０１５年２月 日

楽祭﹂を主催しました︒加藤登

伝えるという趣旨に賛同した９

被爆 年という節目の年のプ

置し︑随時募集しました︒

タジアムや８月６日の原爆の日

ープの試合がある時のマツダス

オノ・ヨーコさんが広島に来ら
メッセージの募集をスタートさ

付のニューヨーク・タイムズに
広告を掲載しました︒

﹁ ピース・アクト・ヒロシマ音

れた際に︑広島大学の学生や 高

せました︒その後︑呼びかけの
輪を広げるため︑広島

﹁平和を目指す︒今年︑

ロジェクトとして趣旨に賛同し
ていただいた広告主︑団体は

世界 か国・地域から集

に変える展開となりました︒

人ひとりの声を︑大きな力

らせる未来︑平和を願う一

に上り︑核兵器のない安心して暮

58
年 月１日現在︶に届け

か国・地域６８５７都市

会議加盟都市︵世界１６１

広島市を通じて︑平和首長

目の平和の願いとともに︑

市長からの１万５７３３通

まったメッセージは︑松井

60

告営業部・松下寿樹︶

寄託しました︒︵広告局広

人ヒロシマ平和創造基金に

協賛金の一部は公益財団法

ました︒またプロジェクト

10

東洋カープの選手など

70

15

30
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ンタビュー特集とともに国民投

品リストを大々的に掲載しまし

﹂で の 特 設 コ ー ナ ー の 設
KYO
置のほか︑年末の﹁コミックマ

広島から︑世界を巻き込む平

１９４５年８月６日に広島へ

いきましょう﹂という英文のコ

の方などが参加し︑オノさんを

介しました︒

その思いから中国新聞社では２

原子爆弾が投下されて以降も︑

和のムーブメントを起こしたい︒ 広島市長の松井一實氏︑被爆者

11

70

HMV&BOOKS TO-

また︑海外への発信については︑ 日には︑読売新聞朝刊で人気マ
た︒また︑ 月にオープンした

﹁ SUGOI JAPAN Award2016
﹂
読売新聞社は２０１４年度か
広報活動の結果︑北南米︑欧州︑ ンガ﹁ワンパンマン﹂の作者イ
アジアの各国のファン

ら︑日本が世界に誇るポップカ
ルチャー作品を海外に発信して

JAPAN DAY

﹂
︵ 年５月
PROJECT
〜 日︶にて展示を

画 祭﹁

たほか︑カンヌ国際映

﹂企画
いく﹁ SUGOI JAPAN
サイトやＳＮＳで投票
に取り組んでいます︒当企画は︑ 結果等が取り上げられ

ンタメ小説﹂の４ジャンルを対
象としてファンが﹁ 世界中の
人々にも紹介したい！世界でも
大ヒットするに違いない！﹂と
支持する作品を選ぶ国民投票と︑
投票結果の海外への発信との二
つの活動を軸にしています︒

2015 年 月 日付朝刊

年 月 日から 年１
初回となった 年度の﹁
SUG﹂の国
月３日まで国民投票を
OI JAPAN Award2015
民投票は約８万票を集めました︒ 行いました︒投票開始

15

交えて︑未来のためにできるこ

22

15

16

89

16

15

24

16

﹁マンガ﹂
﹁アニメ﹂
﹁ラノベ﹂
﹁エ

中国新聞社

﹁ THE 70th PEACE ACT HIROSHIMA
﹂

16

０１４年７月に︑被爆 年プロ

24

11

校生と実行委員会を結成し﹁平

70

2015 年 11 月 16 日付夕刊
紙面上から、2014 年 8 月 6 日付中国新聞、15 年 2 月 17 日付ニューヨーク・タイ
ムズ、15 年 10 月 29 日付中国新聞

17
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読売新聞社

巻 頭 特 集

外国人に向けた新聞社の情報発信

話題
の

広 告 事例

特設サイト
http://nagasaki-theway.com

The Way 長崎新聞配達ルートデータ MAP 化プロジェクト［福砂屋、松竹、明治、三菱重工印刷紙工機械、
新日本製薬、ビッグモーター、オフィスオーガスタ、日本ロレアル、アキレス、ポディウム、ネクスト］

略号凡例
＝ プロデュース
＝ クリエーティブディレクション
Pro
CD
＝アートディレクション
＝コピー
AD
C
＝デザイン
＝フォト
＝イラスト
D
Ph
I
＝コンピューターグラフィックス
CG

掲載紙＝長崎 掲載日＝ 2015／9／3 スペース／色＝別刷り 12 ページ／カラー 企画＝長崎新聞社、電通、DEC マネージメントオ
フィス 制作＝ DEC マネージメントオフィス 扱い＝電通

Pro ＝野呂裕樹、桑原一義、赤司満男 CD ＝秋山裕太 AD ＝鈴木貴洋 C ＝後藤亮平 D ＝高橋雅人、安田翔 Ph ＝永川優樹

新聞の原点である「配達＝人が人に直接届ける」という毎日の営みを最先端技術でビジュアル化し、新聞社の役割と
地域への関わりを見つめ直した企画です。配達員 2285 人の配達ルートを GPS で計測した地図や新聞社と読者の関係
をテーマとした記事、配達風景の写真グラフなどを載せた特集紙面を発行。配達ルートの広がりを時間軸に沿って再
ドキュメンタリームービー
『長崎新聞配達員「日々の軌跡」』

生できる特設サイトと配達の風景を追いかけたドキュメンタリームービーも公開しました。様々な方法で表現された
「新聞の価値」はネットニュースや雑誌などにも取り上げられ、国内外からSNSを通じて多くの反響を呼びました。

おおいたまほろばかるた
2015［連合 44 社］
掲載紙＝大分合同 掲載日＝2015／

8 ／13

スペース／色＝二連版全 30

段／カラー

Pro ＝小林滋 AD・I ＝帆足文

2015 年夏に展開された大分県の
デスティネーションキャンペー
ンを記念し、
「おんせん県おおい
た」の多様な魅力を再認識して、
観光 客に向けた県民総 参 加の
「おもてなしイベント」を盛り上
げることを意図しました。幅広
い世代が共有する古くからの遊
び「かるた」46 枚の各札に企業名

雑誌とは、時代の景色だと思う。
［光文社、マガジンハウス］

蜷川実花×道後温泉 道後アート 2015（秋）特集［協賛 16 社］

を載せ、県内各地の名所や名産

掲載紙＝朝日、読売 掲載日＝ 2015／10／5 スペース／色＝二連版全 30 段など／カ

掲載紙＝愛媛 掲載日＝ 2015／10／9 スペース／色＝二連版全 30 段、全 15 段× 2／

を手書きのイラストとテンポの

ラー、モノクロ 企画・制作・扱い＝電通

カラー

良い読み句で表現しています。

CD ＝柚川祐一 C ＝中澤俊吉 AD ＝佐藤俊一 Pro ＝伊藤恵

制作＝カンカク Ph ＝アセムスタジオ

家族や友人同士のコミュニケー

終戦直後の焼け野原で創業以来、
「街へ出よう」と読者の背中を押すような

蜷川実花さんをメーンアーティストに迎えて、2015 年 5 月から道後地区を

ションツールとなるようお盆期

元気な雑誌を作り続けてきた光文社、マガジンハウスが 2015 年 10 月、70 周

中心に様々な作品を展示したアートフェスティバルの告知広告です。全作

間の 8 月 13 日に掲載。秋には実

年を迎えました。雑誌の表紙で作られた街並みに、未来に向けた両社のス

品が出そろい、道後温泉本館全体が蜷川作品に彩られる大規模展示が披露

際にかるたを作成し、一般に販

ローガンが併記された広告は、企業広告にとどまらず、雑誌をもっと盛り上

された 10 月に、ビジュアルを中心にした広告を展開しました。本紙での掲

売したほか、教材として活用し

げていこうとのメッセージが込められ、読者だけでなく取次会社や書店か

載により県内に広く周知したうえ、3 万部増し刷りした特集ページを交通要

てもらうよう県内すべての小学

らも好評を得ました。

所などでも配布し、集客増につながりました。

校に寄贈しました。
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日経大阪

朝日大阪

産経大阪

毎日大阪

国際学部開設告知［近畿大学］
掲載紙＝朝日大阪、毎日大阪、読売大阪、
日経大阪、産経大阪 掲載日＝ 2015／10／

15 スペース／色＝全 15 段・全 5 段× 5
パターン、／カラー、モノクロ 企画・扱い
＝電通関西支社

制作＝電通クリエーテ

ィブ X、大阪宣伝研究所、すばらしい日々

Pro ＝久安淳、星原卓史 CD ＝日下慶太
AD ＝松長大輔、瀧上陽一、井上信也、野
村恭平、瀬野尾佳美 C ＝見市沖、松下康
祐、大槻祐里、石本藍子、倉光真以 D ＝
北村義浩、木村亮、林元気

江崎グリコ、グリコ乳業合併告知［江崎グリコ］
掲載紙＝朝日、毎日、読売、日経、産経、北海道、河北、中日、中国、西日本 掲載日＝ 2015／10／1 スペース／色＝二連版全 30
段／カラー 企画・制作＝電通 扱い＝電通、大広

2016 年春の国際学部新設の広告を、
地元・大阪での新聞協会の新聞大会

ミンナガ カワレバ「ヤサイ」モ カワル !!［全国農業協同組合連合会］
読売大阪

江崎グリコとグリコ乳業の合併をステークホルダーに知らせるとともに、
「 おいしさと健康 という企業理念を掲げ、社会
に貢献し、世の中を笑顔にする。
」という経営哲学を広く伝えました。
「ゴールではなく、スタートだ。
」の言葉通り、合併を
新たなスタートとして、さらなる新しい価値と笑顔を生み出す活動に取り組むことを宣言しています。読者が SNSに広告
の写真を載せて話題が広がり、
「元気をもらった」
「グリコいいね」などのコメントが集まるなど多くの共感を得ました。

アルビレックス新潟× NGT48 新潟日報サンクスデー企画［アルビレックス新潟など協賛 9 社］
掲載日＝ 2015／9／12 〜 25 スペース／色＝全 15 段× 2 ページ× 4 回／カラー 企画＝新潟日報社

制作＝

フレーム 扱い＝電通、電通東日本

Pro ＝村上羊子 CD ＝大山嘉治 AD ＝伊藤義之 C ＝全農広報部 D ＝渡辺博和 Ph ＝小泉な

て、5 紙に展開しました。インパクト

みこ レタッチ＝竹内彰

ある原稿はクリエーター 5 チームがそ

多種多様で豊かな野菜の恵みを読者に再認識してもらうため、各地の自慢の野菜で色鮮やか

れぞれ 1 紙を担当し、広告主のチェッ

な日本地図を作成して、
「野菜の日（8 月31日）」を知らせました。
「新聞を開き、宇宙の中の色

クなしで自由に制作するという未だ

鮮やかな野菜にハッとして、眼が止まった」という声や、保育園の先生から「子ども達に野菜

かつてないスタイルを取り入れまし

の産地を教える資料として使いたい」
との連絡が寄せられるなど、企画意図が伝わりました。

た。同じ日に他紙に展開された広告
も紹介し、新聞紙上はもちろん、ネッ
ト上でも話題になりました。

掲載紙＝朝日、日本農業 掲載日＝ 2015／8／31 スペース／色＝二連版全 30 段／カラー 企画・扱
い＝朝日広告社 制作＝エージー

開催という特別なタイミングを捉え

CD ＝古川裕也 AD ＝正親篤 C ＝細川美和子 D ＝小鯛太郎 Pro ＝小川愛世

掲載紙＝新潟

Ph ＝日下慶

太、圓尾享宏、大瀧卓也、増田広大

全 5 段（朝日大阪）

愛媛新聞 肝炎啓発キャンペーン企画［連合 27 社］
掲載紙＝愛媛 掲載日＝ 2015／7／2 〜 10／28 スペース／色＝全 15 段など／カラー 企画＝愛媛新
聞社営業局営業開発部 制作＝カンカク

Pro ＝加賀崇 CD・AD ＝石川竜太 C ＝落合達男 D ＝長谷川歩 Ph ＝頓所直

地元プロサッカーチーム・アルビレックス新潟の試合を盛り上げるべく、活動開始前で注目されていた NGT48 と

2012 年の厚生労働省の統計で肝がんによる 75 歳未満の死亡率が全国でワースト 1 だった

のコラボレーション紙面を企画しました。
「最年少」
「キャプテン」などのテーマでアルビレックス選手とNGT48 メ

愛媛県。発がんの主な原因の「肝炎」について正しい知識を持ち、検査することの大切さ

ンバーが新潟への思いを語った全 15 段広告 2 ページを 4 回にわたって朝刊に掲載し、読者が新潟の良さを再認識

を発信した企画です。ウイルス性肝炎の症状、早期発見につながる検査、最新の治療法な

する機会となりました。試合当日の 9 月26日には同企画をまとめた別刷り特集 8 ページを会場で配布し、セレモニ

どをシリーズで掲載したほか、無料相談などの取り組みを紹介しました。多数の読者が実

ーに登場したNGT48にサポーターから大きな声援が送られるなど、会場が一体となった瞬間を作り出しました。

際に無料検査を受け、市民公開講座に参加して理解を深めました。

このほかにも「話題の広告事例」が盛りだくさん。さらにご覧になりたい方はこちらを検索
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広告主が自ら語る 話題の新聞広告

掲載紙＝朝日 掲載日＝ 2015／8／29 スペース／色＝二連版全 30 段／カラー 企画＝朝日広告社、アドレイ 制作＝アドレイ 扱い＝朝日広告社

創刊された１８７６︵明治９︶

１４０周年の節目を迎えます︒

山形新聞は２０１６年︑創刊

読者の期待と信頼に応えるため

これに安住することなく︑県民︑

いう信頼をいただいています︒

﹁山形のことは山形新聞で﹂と

年 明 け 早 々 か ら ︑﹁ 山 ﹂ を テ ー

どを図案化したデザインです︒

んでいく新聞社の誇りと願いな

上川︑これからも県民とともに歩

くさんの秘密をトリビアとして紹介しました。色鮮やかな 10 種類以上

をそのまま教材として使用されたという連絡が寄せられました。それ
の野菜の質問に、
「キユーピーとヤサイな仲間たち」が分かりやすく答

ぞれの野菜の質問への答えが、
「自然の中で生き抜くための知恵や、子
えています。夏休み最後の週末に、親子で野菜の魅力や機能を楽しく

孫を残すための工夫」の紹介になっていることを評価する言葉も届き
学んでいただくコンセプトです。スマートフォン用アプリを使い紙面

ました。

﹁東北未来絵本キャンペーン﹂
や﹁ホソミチくんと五・七・Ｇ

尽力しています︒
県や関係団体・業界と連携し

ー・モンテディオ山形を応援す

を山に囲まれた県です︒歴史や

フェア﹂などがあります︒環境︑

るラッピング紙面などは︑多く

います︒山形の﹁Ｙ﹂をモチーフ

い自然景観︑地域

健康・福祉といった︑県民共通

の人々から共感を得ました︒

を社是に掲げた山形新聞社は︑

ごとの個性が豊か

の課題を大きなテーマに据え︑

Ｏ！﹂といった一連の企画︑県

な食文化︑全市町

特集紙面と併せて展示会や講演

にも︑一貫して力を入れていま

た事業展開は多岐にわたります︒

村に湧出する温泉︑

会︑ステージイベントなどを展

す︒最上川沿いに世界一の桜並

風土の異なる四つの地域があり︑

﹁おもてなし﹂の

開します︒幅広い企業・団体の

木をつくろう︱︱を合言葉にし

にした︑青色と金色の２本の曲

心にあふれた県民

参加を得て︑県民への啓発に効

た﹁最上川さくら回廊﹂は︑昨

県民とともに歩み︑郷土の発展

性が︑訪れる人々

果 を 上 げ て い る と こ ろ は ︑﹁ 県

年で

内のさまざまな人々の表情を捉

を魅了しています︒

民とともに歩み︑県民に愛され

ェクトです︒山形新聞はこれか

広告局所管のイベントでは﹁や

観光立県に向けた

てきた﹂本紙ならではの強みが

らも︑県民とともに︑山形県の

真ん中を貫く最上川が県土の一

機運の高まりと歩

発揮されているのだと思います︒

さらなる発展のために尽くして

線で構成︒山形県の﹁母なる川﹂

調を合わせて︑弊

読者や広告主が参加しての企

を支えてきました︒県内一円に

社も県や観光関係

画展開も︑好評を博しています︒

年になる息の長いプロジ

文化振興などの地域貢献活動

団体︑業界と連携

え た ﹁ 支 え る 力 ﹂︑ プ ロ サ ッ カ

山形県はその名の通り︑三方

山形県出身の絵本作家・荒井良

場で子どもたちへの食育活動に取り組んでいる方から、この広告紙面

し︑本紙や別刷りの観光情報紙

「野菜のきもち」をテーマとし、野菜の色やカタチに隠されているた

タートしたほか︑記念事業もこ

年︑山形︑置賜︑鶴岡の３県が

る認知啓蒙を図りました。

二さんとコラボレーションした

マに据えた記念の紙面特集がス

創刊１４０周年に当たって︑
記念のロゴマークを制作し︑

ペーンに連動──という二つの新たな試みも実施しました。知るだけ

でない、試したくなる、話したくなる「野菜の日」にすることで、さらな

﹁山形百彩﹂などで情報発信に

の努力を常に続けています︒

りました︒
﹁地域社会との密着﹂
﹁社会正義の貫徹﹂
﹁言論即実

菜をもっと食べよう」という意識を促進することがこの企画の目的で

す。世の中にまだ知られていない野菜の意外な一面や新しい情報を、

まがた環境展﹂
﹁やまがた健康

年 月１日から紙面に掲載して

からレシピサイトへの流れを構築するとともに、フェイスブックペー
体感を醸し出しています︒美し

践﹂
﹁利益の地域還元﹂の四つ

紙面掲載後、病院関連の施設で栄養指導を行っている方や、教育現
◉広告の内容・コンセプト

◉広告企画に対する反響
トのあるスペースで掲載しました。

ジで野菜の日に関連する情報を発信したほかサラダレシピ投稿キャン
8 月31日「野菜の日」という契機を活かし、野菜への興味を高め、
「野

れから続々と展開していきます︒

統合され現在の山形県の姿とな

地域に寄り添い︑歩み１４０年
示し続けたい飛躍の道筋

CD ＝山本忠一 C ＝小日向陽子 D ＝中島一彰 I ＝笹沼真人

として悠久の時を刻んできた最

モンテディオ山形のホーム開幕戦に合わせたラッピング紙面

いきます︒

10
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11

15

◉広告出稿の意図・ねらい

森田泰全（もりた・やすまさ）
株式会社トウ・アドキユーピー 広告宣伝部
張り巡らした取材網により︑

やまがた健康フェア

2007 年にグランドオープンした山形メディ
アタワー。緑を基調とした外観、明るく機能
的な室内空間が特徴

発行部数：朝刊 19 万 7116 部（2015 年 11 月 ABC 調べ）
所在地：山形市旅篭町 2‑5‑12 山形メディアタワー
本支社：東京・大阪・仙台の各支社、県内 12 総支社 ･ 支社
基礎
データ

10

「キユーピーとヤサイな仲間たち」を起用し、全 30 段カラーのインパク
20

野菜のこと もっと知ってみようよ！
どうもっす、山形新聞社でした

４媒体が力を結集し初のガールズイベント
地元密着のセールスで街づくりに貢献

年ミス・ユニバース世界大

年を迎えます︒最大の特徴は新

など多彩なイベントを展開しま

ョーやトークショー︑マルシェ

をメーン会場にファッションシ

ランシップ﹂
︵静岡市駿河区︶

﹁静岡ファッションウィーク﹂

静コレ当日の前後２週間を

ールアップしました︒

した第１回静コレを大幅にスケ

関連イベントとして公道で開催

ザイナーやクリエーター︑ショー

スタッフとしても全面協力︒デ

の着替えサポートや運営補助の

デルで登場したほか︑舞台裏で

ルだけでなく︑専門学校生らもモ

さん︑秋元梢さんらの人気モデ

でした︒不慣れなファッション

イベントを開催するのは初めて

最近の活動事例として︑

ョーでは︑

ッションシ

なったファ

ない規模と

過去に例の

当地では

しました︒

情報を発信

などの店舗

しました︒

ＡＲ︵拡張現実︶で動画も配信

出身︶のインタビューを紹介︑

演モデル大石参月さん︵浜松市

紙﹃アステン﹄
︵月刊︶でも出

しました︒また︑女性向け情報

だけで終わらないような工夫も

などを含め︑一過性のイベント

の報道︑３日後の特集記事掲載

ミング配信し︑新聞やテレビで

られるようにグループ４媒体が

すが︑静コレもこれらに肩を並べ

ＧＣ︶などがよく知られていま

東京ガールズコレクション︵Ｔ

神戸コレクション︵神コレ︶や

ションを中心とするイベントは︑

はなく︑リアルクローズなファッ

ンサーの森
プがこのような規模のガールズ

静岡新聞社・静岡放送グルー

ルスに力を尽くしていきます︒

私たち営業局も地元密着のセー

足並みをそろえて取り組む中で︑

いわゆるメジャーブランドで

声も上がっています︒

モデルでダ

理世さん

女子陸上競技の中・
長距離ランナーの育
成強化をめざし創設
されました︒また︑

Ｍ販売局は現地での新聞販売や

開催に関わる全般を運営してい

競技連盟︑京都陸上競技協会と

道府県選手の宿舎や競技場への

担います︒他の関連会社も各都

合管理局は関連する社内業務を

印刷体制に

との２拠点

社印刷工場

新設し︑本

印刷工場を

久御山町に

期に京都府

１９８３年︑ロサンゼルスオリ

初春の風物詩に成長しています︒

大会﹂です︒今年で

全国都道府県対抗女子駅伝競走

催しています︒それは﹁皇后盃

新聞は大きなスポーツ事業を開

行事も多く行われますが︑京都

１月の京都は文化的伝統的な

また︑京都新聞社は取材報道

りをしています︒

ら︑事業を継続するベースづく

新たな企業に賛同いただきなが

協力していただいている企業や

局と一緒に営業活動をし︑長年

を提案しています︒時には事業

業協力や特集紙面への広告出稿

阪の各営業部で企業や団体に事

広告主︑協力いただいている

間で協力しながら読者︑協賛社︑

ープは関連会社間︑社内の各局

の取り組みなど︑京都新聞グル

に迎える創刊１４０年に向けて

直し作り直すもの︒そして 年

り出すもの︑場合によっては見

方々︑関わっていただいた方々
に喜んでいただける事業︑紙面
展開をしていきます︒

12
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︵
会優勝︶がアンバサダーを務め︑

さんらとと

ＭＣのタレントＪＯＹさん︑ゲス

トの歌手Ｍａｙ
もにステージを盛り上げてくれ

聞・テレビ・ラジオの３媒体が

した︒そのコンセプトは﹁ファ
とし︑新聞紙面で参加９施設の
プロデューサーの卵たちにとっ
ショーの運営を手掛けるのに大

ました︒南明奈さん︑藤田ニコル

連携して︑静岡県民に身近で役

ッションの力で静岡の街を元気
シリーズ広告を連載︒ウィーク
て格好の刺激となったようです︒
変苦労しましたが︑近年とみに

年４月に静岡まつりの

立つ最新情報を発信しているこ

に！﹂で︑静岡のファッション
全体のイベント告知やファッシ
当日の模様はウェブでライブ
チラシ広告が中心の大型流通施

組織︒

この３媒体に加え︑ウェブを
タウン化を目指す街づくりの一
ョンショーのチケット販売告知
配信したのをはじめ後日︑各施
設とコラボした事業は意義深く︑

します︒県の大型展示施設﹁グ

含む４媒体が総力を挙げて取り
環として︑市内の百貨店やショ
と併せ︑各施設の販促担当者ら
設にＷｉ Ｆｉでダイジェスト

静岡新聞は１９４１年 月１

組み︑シナジー効果の高かった
ッピングセンターなど９施設と
が次々に登場し︑それぞれの思

周

年９
静岡デザイン専門学校︑静岡新
ムービーを期間限定でストリー

とです︒

月に主催した﹁静岡コレクショ
いとともに秋の企画やイベント

事迅報﹂から数え︑今年で創刊

年以降も継続開催したいとの

聞社・静岡放送が実行委員会を

新春の風物詩 全社一丸で
全国都道府県対抗女子駅伝
回大会を機に優
勝チームへ皇后盃を

第
れまでの京都新聞社を京都新聞

下賜いただくことと

この 年でも変革をしています︒

ホールディングスに社名変更し︑

なりました︒この大

社屋にあった印刷工場を閉鎖︑

この事業は︑京都新聞ＣＯＭ

現地号外発行︑配布などを︑総

月︑京都新聞社

編集機能を中心に新聞紙面制作

会に出場した選手の

年

は﹁読者第一主義﹂のもと経営

を行う新たな京都新聞社を設立

多くは世界の舞台で

年前の

１３７年を迎えます︒これまで
基盤の一層の強化を目指してグ

月からは︑本

はやぶれ

の歴史の中で合併や社名変更な
しました︒

事業の営業

増築した久御山工場に印刷機能

事業局が中心となって日本陸上

年

ループ経営に移行︑販売︑広告︑

部門と総務︑

を一元化し︑リニューアルした

面や特集を印刷︒京都新聞ＣＯ

経理などの

ところです︒
前述のような変革をし︑ホー

ますが︑グループ各社や社内で

営業局では︑各都道府県の

これまで培ってきた事業や企画

京都新聞Ｃ

ルディングス体制に移行︑関連

自の収益確保とともに関連会社

方々に注目していただけるスポ

を継承し進めるもの︑新たに作

ＯＭに︑印

バスの手配などを行います︒

社が傘下に入り︑各社独
都新聞印刷

間で連携しグループ全体での発

ーツ事業として本社︑東京︑大

会社

に分社しま

展を目指しています︒

なりました︒

ンピックで女子マラソンが正式

を行い︑京都新聞印刷は報道紙

回を数え︑

また︑２年

種目に採用される前年に︑日本

社会や会社が変革する中で︑

した︒同時

刷部門は京

も協力しています︒

活躍しています︒

管理部門は

12

4

回全国女子駅伝﹂

15

06

16

日に創刊し︑２０１６年に

J.

ど様々なことがありましたが︑

京都新聞は︑源流の﹁京都商

−

第

紙面展開した静コレのシリーズ広告

ン︵静コレ︶２０１５﹂を紹介

14

前には︑そ

34

19

10

新聞広告報

07
28

人気モデルが次々に登場し、盛り上がった静コレファ
ッションショー

10
34

発行部数：朝夕刊 64 万 4100 部（2015 年 11 月自社公称部数）
所在地：静岡市駿河区登呂 3‑1‑1
総局・支社：東部総局（沼津市）
、浜松総局（浜松市）
、東京・名古屋・大阪の各支社
基礎
データ

12

75

15

2015 年 月 日付朝刊掲載﹁皇后盃
開催あと か月特集
17

静岡新聞社・静岡放送の本社
京都のメーンストリートのひとつ、

発行部数：朝刊 46 万 4475 部、夕刊 20 万 9110 部（2015 年 11 月 ABC 調べ）
烏丸通りに面した京都新聞社本社屋
所在地：京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都新聞社：本社、滋賀本社、東京支社、大阪支社、南部支社、京都府内および滋賀県内に総局、支局、通信部
京都新聞 COM：営業局（本社営業部、東京営業部、大阪営業部）
、販売局、事業局、総合管理局
基礎
データ
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13

11

2

10

ちょっくら、ええですか、静岡新聞社です
おこしやす、京都新聞です

新聞広告は世代を超えて
親しい人と情報を共有できる
◉株式会社小学館

たたみ掛けてくる職場の同僚 A。当

ービスが人気です。渋滞をスルスル
減りました。
『新聞広告報』のコラム

人に言った言わないなんて関係ナシ。

と抜けるバイクタクシーの強みに加
には何とも書きづらいですが、職場や

誰かと行動を共にすればたちまち情

え、荷物配送や買い物代行までして
カフェで新聞や雑誌、本を読むインド

報がシェアされ、知らないはずの誰か

くれるのが売りどころ。専用アプリ
ネシア人の姿はあまり見かけません。

が知る不思議。いや不条理。お喋り

も配布し、スマホの普及と都市部の
彼らが頼る情報ソースはテレビ、そ

が大好きなインドネシア人と SNS

慢性渋滞をガソリンに急成長中です。
数か月前にはゴジェックのジャン

2015 年度日本アドバタイザーズ協会との共催セミナーから

氏が︑ティ・ジョイ︵映画﹃幕が

﹁新聞広告の多様な力 〜その可能性を探る〜﹂

テーマ

日本新聞協会は２０１５年 月
と共催で有楽町朝日ホールでセミ
大のプロモーション大作戦﹂につ

広告﹁映画﹃幕が上がる﹄史上最

上がる﹄製作委員会︶のパノラマ

ナーを開催した︒広告主︑広告会
の内山光司氏
いて︑ＧＴ ＩＮＣ．

日︑日本アドバタイザーズ協会

社︑新聞社などから３７０人が参
が実物大の車が体感できるアウデ

そういう方々がいらっしゃることは︑喜び以外
の何ものでもありません︒新聞紙面いっぱいに︑

そして改めて痛感したのは︑やはりメディア
と家族のつながりです︒
というのも︑あの広告を掲載後︑ご覧になっ
た方々が一様に﹁あの御家族︑とても幸せそう
なお顔をされていますね﹂︑また﹁あの広告を
ウチも親子で拝見しました﹂
﹁ウチの一家も︑
雑誌や新聞はずっと同じものを読んでます﹂と

５件の事例について︑各担当者が

例紹介では︑大きな話題を呼んだ

える機会としている︒メーンの事

一堂に会して新聞広告の将来を考

し︑広告主︑広告会社︑新聞社が

ＡＲＩＴＡ〜未来への挑戦〜﹂に

１ ３ ０ 周 年 記 念 企 画﹁ Ｃ Ｏ Ｏ Ｌ

新聞社からは︑佐賀新聞社創刊

成果が挙がったと報告があった︒

情報が拡散し︑プロモーションの

展開したことによりＳＮＳなどで

用いて話題性のあるコンテンツを

企画意図や反響を報告し︑新聞広
した︒新聞社の総合力を生かし︑

ついて︑同社の水町研一氏が報告

パナソニックの和田昌久氏は
有田焼とＢＥＡＭＳ︑ディズニー

告の効果的な活用法を示した︒
﹁地域創生﹂をテーマとする同社

いうようなお声をたくさんいただいたからです︒
﹁自分が楽しいと思ったメディアを家族にも

トフォンの普及は SNS 中毒とも言

冠水します。そんなさまをオフィス

ました。（後に彼女の本職ではなく、
うべきシェア文化を築き上げました。

の窓から呆然と眺める傍らで、おも

シャレで撮られた 1 枚と判明）。
私の顔を見るなり、やぶから棒に

むろにスマホを取り出しパシャリ、

ノロノロとしか進まぬクルマとは
どこかに写真をアップする同僚 B。

対照的に、面白いもの、便利なもの
その熟練の手さばきに無駄ナシ。ジ

が広まるスピードはすこぶる速いイ
ャカルタのツイート数は世界一とい

ンドネシア。スマホや SNS 文化の
うデータもあるほどで、人々は不便

浸透とともに、大らかで時間に寛容
さを嘆く一方、時間や距離の壁を埋

と言われる国民性とも異なる、また
めるかのようにつながりを求めます。

別の一面が見えてくるようです。

このほか︑新聞社の多角的な機

という異業種間のコラボレーショ

いに話題になり、 SNS が一役買い

グ﹂は︑消費者から大きな反響が

の広告プロモーション活動を紹介

歩みで、雨季には道路がブクブクと

能と先進的な取り組みの例として

読んでもらう﹂
﹁一つのメディアを家族が一緒

は電波の力が大きく、中でもスマー

あったことを報告した︒伊藤忠商

ンを実現︒有田焼に新たな価値を

き写真がフェイスブックで拡散。大

朝日新聞社・クラウドファンディ

した︒都道府県ごとにメッセージ

滞の街。ラッシュ時のクルマは亀の

事 の 栗 原 章 氏 は ︑シ リ ー ズ 広 告

に見る﹂
⁝⁝︒

物流インフラに難を抱えるこの国で

ング﹁Ａ ｐｏｒｔ﹂の紹介︑新

付加することで︑地域産業の活性

パーを着た美人ドライバーと思わし

﹁ひとりの商人︑無数の使命﹂を通

化に結びついた点を強調した︒

首都ジャカルタは世界に名高い渋

聞広告の共通調査プラットフォー

を切り替えた新聞広告﹁食器洗い

1 万を超える島々からなる広い国土。

じて︑コーポレートメッセージが

乾燥機／食洗機普及率ランキン

当たり前といえば当たり前なのですが︑紙媒
体はスマホのようにワン・トゥ・ワンだけのメ
ディアではなく︑親しい人間と情報を︵ある時
は世代さえ超えて︶共有できるものなんですね︒
だからこそ︑読み手同士からコミュニケーションが
自然に生まれるような広告⁝⁝そういったとこ
ろにも︑これまで以上に気を配りながら︑新聞
広告は作っていくべきなのかもしれません ︒

は最強の組み合わせかもしれません。

︵マーケティング局雑誌宣伝課副部長 松元浩一︶

して携帯電話。世界第 4 位の人口に、

注目を集めた大型広告の事例と

社内外に浸透したことを説明した︒ ム﹁Ｊ ＭＯＮＩＴＯＲ﹂の活用
して︑電通の蔵本憲昭氏と藤岡哲

事例の報告︑電通・髙崎卓馬氏に
よる講演があった︒

﹁広告クリエーティブの未来﹂

変化しないものは何か︑新聞広告

ている︒その中で変化するもの︑

告を取り巻く環境は大きく変化し

デジタル技術の進歩により︑広

との接点を作る入り口は記者が作

新聞に関して言えば︑新聞と人

ることが求められていると感じる︒

ば有効なのかを︑自分の言葉で語

うに接点を持ち︑どのように使え

電通ＣＤＣ エグゼクティブ・
クリエーティブ・ディレクター
髙崎卓馬氏
ＣＭプランナー

が目指すべき方向性はどこか︑一

り出すコンテンツにもあるのでは
告の成果であり︑それがどのよう

ないか︒結果的に人が動くのが広

人のクリエーターが考えているこ
とを話したい︒
広告を作る上で重要なのは︑フ

った感情が表れる前に︑人は必ず

のは﹁驚き﹂だ︒笑う︑泣くとい

とが鍵となる︒そのために必要な

振り子を動かし感動を生み出すこ

駆使するだけではなく︑人の心の

ためには︑最新のデジタル技術を

ではないか︒広告で成果を挙げる

ものを見ていた方が間違いないの

しい時代だからこそ︑変化しない

ても︑人は変わらない︒変化が激

テクノロジーやメディアが変わっ

アントに直接結びつけることがで

ア層のニーズを発掘して︑クライ

っていると考えた方がよい︒シニ

なく︑読者の輪郭がより明確にな

それをネガティブに捉えるのでは

新聞は読者が高年齢化しているが︑

新しい可能性が開くのではないか︒

ントの課題解決につなげていくと

ウハウやスキルを使い︑クライア

売店など︑新聞社が持っているノ

われず︑記者︑読者との関係︑販

時代だ︒紙面という枠組みにとら

レッシュな感動を生み出すことだ︒ な方法であっても関係ないという

驚いている︒表面的な工夫だけで

きるのではないか︒
今ある世界を少しでも良くする

なく︑本質的に面白いものを作る
ことが不可欠だ︒

トはどうするべきかを考える必要

を解決するためにこのクライアン
ランでなければ︑広告が機能しな

がある︒それを広告という形に変え︑

ために何ができるのか︑世界の課題

いと考えるようになった︒メディ

クライアントに提案することがで

最近クライアントは︑メディア

ア環境が変わる中︑クリエーター

きれば︑広告の未来は明るいと思う︒

プランを含んだクリエーティブプ

は今︑人がそのメディアとどのよ
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創業者でもあり︑
﹃小学一年生﹄を最初に創
った相賀武夫から始まり︑相賀徹夫︑現社長の
相賀昌宏︑そして学習雑誌担当役員でもある相
賀信宏まで︑それぞれが作った﹃小学一年生﹄

加し︑新聞社の総合力を生かした
ィジャパンの﹁

をそれぞれの世代で︑ちゃんと受けとめていた

広告展開が紹介されたほか︑多メ
﹂について︑紹
Home Delivery
介した︒両事例とも︑特大紙面を

だき︑かつ読み継いでいただいた御一家が現実

なく、活字メディアを目にする機会が

Audi Showroom

この御一家の写真を配したのは︑そんな私たちの
ディア時代における新聞・新聞広

小学館の宣伝は︑コミック・書籍・雑誌・ネ

という二輪配車サ

本セミナーは 年から毎年実施

告の可能性を探った︒

に存在した⁝⁝︒メディアを創る人間にとって︑

「日本のと比べちゃダメだよ！」と

11

感謝の気持ちの表れでもありました︒

ットに分かれており︑計 人の精鋭︵！︶で︑
小学館全出版物の宣伝活動を担っています︒
先日︑第 回新聞広告賞を﹃小学一年生﹄
周年記念の広告でいただく光栄に預かりました︒
同誌創刊号の読者であった小木曽智恵さんから︑

び込んで 1 年。仕事柄という訳では

−

２０１５年に新一年生になった知也さんまで︑

った「ゴジェック」

−

曾祖母・祖父・母・ご本人の四代に渡って︑
﹃小

「おー、昨日の寿司うまかった？」

08

90

23

インドネシアのデジタル業界に飛

19
講演要旨

15

学一年生﹄を読んでいただいたこの御一家がメ

進まぬクルマとスピード増す情報拡散

新聞広告報
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新聞広告報

15

坪井完氏）
インドネシア
最近では粗悪な交通状況を逆手に取
よく晴れた日のジャカルタのオフィス街

（電通メディアグループ・
不便は発明の母とは良くいうもので、

35

ーンビジュアルの全 段広告でした︒

AD- CATCH

新聞広告月間動向は「新聞広告データアーカイブ」でご覧下さい ☛http://www.pressnet.or.jp/adarc/data/doukou/index.html

話をしているんだと︑バカにされ

なんて書くと︑なにを前時代の

新聞がいまおもしろい︒

ンディングの話が来たのは︑２０

に本社を持つデーリー東北のブラ

介されていましたが︑青森・八戸

るのです︒この冊子の前号でも紹

ではない︒広告

は並大抵のこと

の時間を割くの

あげていくため

な紙面をつくり

なんですが︑一

﹂
︒
Economic Monday

うやって︑さらに試行錯誤して生ま

をもってもらえるようなもの︒そ

学校高学年の子どもたちにも興味

デザインも小難しいのはやめて︑小

発行は毎月第１月曜日︒テーマも

しい紙面を４面だけつくることに︒

そこで︑まずは経済に特化した新

います︒特に︑病状の重い新聞と

ディレクションが必要だと思って

えない︒そんな時にこそ︑アート

すればいいんだという具体策がみ

は始めても︑じゃ︑どんなカタチに

という相談が届いています︒議論

広告を︶どうしたらいいだろう﹂

にかく︑各方面から﹁新聞を︵新聞

ださい︵ちゃっかり︑宣伝です︶
︒と

16
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いる記者の方々
にとって︵しか
も少数精鋭の地

るだろうか︒いや︑まじめにそう
１４年の暮れでした︒ 周年を迎

方 紙 ！ ︶︑ 新 た

思っているんです︒

方を模索し︑紙面改革をしたいと

気にいろんなこ

づくりでもそう

アの中心に居座りつづけた時代か
いう︒実は︑八戸を中心とした北

とを変えよう︑

年秋を機に︑地方紙のあり

ら︑各企業がきらびやかな自己主

奥羽は︑漁業や畜産︑加工品︑エ

いろんなことを

える

張をするために新聞広告を活用し

ネルギー産業などが盛んで北東北

思想・言論を操る勢いでメディ

てきた時代を経て︑いまや︑デジ

日に発売され

言おうとすると︑大抵ぼやけたも

た拙著﹃アートディレクションの

年 月

の経済の中心となっている︒じゃ︑

のになってしまう︒全体を変える

内容は︑

タル化︒若者はスマホしか見ない︒

経済面を増やしていけばいいかと

１ 回 目 の テ ー マ は ﹁ サ バ ﹂︒ 市

いうメディアにこそ︑アートディ

興味のある方は是非お買い求めく

民の食卓にも上がることの多いこ

レクションが効果を発揮するはず︒

れたのが﹁

の食材が︑実は世界経済と関係し

﹁新聞がおもしろい﹂と前述し
カルな紙面で伝えています︒この

た意味が伝わったでしょうか？

ているんだということをグラフィ

なところを攻めるのが王道︒

紙媒体はもう死ぬしかないのか

翌日の新聞発行に追いまくられて

というのも︑日々記事を書き︑

﹁ 型 ﹂︒﹄ で も 書 い て い ま す の で ︑

10
のが難しければ︑いちばん特徴的

12

いうとそうはいかない︒

15

⁝⁝︒新聞社のみなさん︑かなり

15

70

おもな仕事にサントリー響／「若冲」篇、サントリー
ビール／ザ・モルツ、JR 東日本／北陸新幹線開業、
森アーツセンター／岸本斉史 NARUTO 展などがある。
15 年 5 月、金沢にギャラリーと本屋を融合させた、
Books under Hotchkiss をオープン。

危機意識をお持ちです︒
だからこそ︑おもしろいと言え

水口克夫
︵みずぐち・かつお︶

株式会社 Hotchkiss 代表／アートディレクター
1986 年電通入社、2003 年シンガタ設立に参加、
12 年 Hotchkiss 設立。

新聞広告報

新聞のお悩みは︑
ぜひホッチキスまで！

クリエーターの 眼

デーリー東北「Economic Monday」
上：2015 年 8 月 31 日付 No.1、下：10 月 5 日付 No.2

