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よくとってきてもらいやすいです。これは伝
え方の技術のひとつです。「お願い」に加
えて、「感謝」を入れるだけで動いてもら
いやすくなるのです。伝え方は、センスで
はなく技術なのです。『伝え方が9割』で、
最後の1割はなんですか？と聞かれること
があります。残りの1割は、愛です。相手
のことを考えることです。

――メディアや新聞広告は、どのように人の心
を動かすことができますか。

　今や、一つの媒体だけで人を動かすこと
は難しいです。自分の経験では、ある情
報に３回触れると人が動きます。新聞に
載っていて、SNSでも出てきて、会社でも
話題になっている。そうなると、自分に関
係があるのではないかと思い、買ってみよ
うかと考えます。その流れを計画的に作れ
るのが新聞広告です。『伝え方が９割』も
書籍だけでなく、漫画も制作し、ドラマの
配信も始めました。多くのチャンネルで多
くの人に触れてもらえるようにしています。
　新聞は既に優れたコンテンツがたくさん
入っているメディアです。正確な情報を手
に入れるだけでなく、子どもの教育にも、
毎朝届くという生活のリズムをつくるため
にも、読んだ方がいいのは明らかです。
　新聞はどう変わるべきかということはよ
く議論されています。でも一方で、既に
持っている良さを伝えることをあまりしてな
いのではないでしょうか。私は４月から新
聞協会が行う「新聞科学研究所」という
キャンペーンのメンバーに加わっていきま
す。楽しみにしてください。

　〈インタビュー〉
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――新聞・新聞広告とのかかわりは。

　新聞広告と私は二つの接点があります。
コピーライター、広告制作者としての接点。
もうひとつが、2013年に発行した書籍

『伝え方が9割』の広告を出している広告
主であることです。
　広告制作者としては、新聞にたくさん広
告がある中でいかに目立つかを意識してい
ます。クライアントは情報を詰め込みたく
なってしまいがちですが、他の広告と並ん
だ時にどう伝わるのかを考えます。
　広告主としては、新聞広告は効果があ
ることを実感しています。実際に新聞広告
を出すと本が売れるのです。新聞読者が
買ってくれるだけでなく、書店の方も新聞
を読んでいるのでしょう。書店で目立つ棚
に並べてもらえるのです。テレビに出演す
るときに合わせるなどイベントがあるとき
に広告出稿すると効果的だと感じます。
　「ウゴカス」という社名は、広告を作っ
たり、コピーを作ったりする際、自分が言
いたいことを言うだけなく、人の心を動か
すということを大切にしたい、常に意識し
たい、ということで付けました。自分自身
への決意表明の意味合いがあります。

――印象に残っている、または最近
気になったキャンペーンは。

　キャンペーンではないのです
が、豆乳の紙パックに書かれて
いる表記が気になっています。
たまたま紙パックをたたんだ際に

「たたんでくれてありがとう」とい
う表記を見つけました。たたむま

で見えなかったのですが、サプライズで感
謝を伝えており、何げなくたたんでよかっ
たな、と感じました。とても上手な伝え方
だと思います。

――「伝える」ことにかかわる仕事をされる中
で心掛けていることは。

　クライアントが求めていることを徹底的
にヒアリングすることです。当たり前のこと
だと思うかもしれません。でも、実際に仕
事をしていると、オーダーされているもの
とは違うものを提供していることもあるの
ではないでしょうか。カレーライスをオー
ダーしたのに、食堂のシェフが「こっちが
おいしいから」とハヤシライスを持ってき
たら、お客さんは納得しないですよね。私
はカレーをオーダーされたら、いかにそれ
をおいしくするかに、徹底的に時間と労力
をかけるようにしています。

――人の心を動かすのに必要なことは。

　人の心を動かすのは簡単ではありません。
人を動かすにはどう伝えるかですが、「伝
え方」は経験値とかその人の器と思われ
ています。でも、実は技術があるのです。

「新聞とってきて」より「新聞とってきてく
れて、いつもありがとう」のほうが気持ち

計画的に情報に
触れさせて意識させる
株式会社ウゴカス　佐々木 圭一（ささき・けいいち）

特　集 企画事例紹介 ― 特　集

検索新聞広告データアーカイブ◉詳しくは

2017 年 1 月3 日付

新聞広告で「固定概念」をぶっ壊す
近
畿
大
学

総務部広報室室長

加藤 公代（かとう・きみよ）

　本学は毎年お正月に、その年の所信表
明となる広告を制作しています。近大マグ
ロ等をモチーフとし、一見して「近大の広
告」であることが分かるよう心がけ、コ
ピーは広告会社任せにせず、新聞広告担
当のスタッフが考え抜いて作っています。
大阪の大学らしく「笑い」を取ることも計
算し、2015年以降の広告はいずれもコ
ピーを大阪弁で書いています。また、掲
載日だけの話題ではなく、SNSでʻバズるʼ
ことを目標にするとともに、各新聞社が主
催する広告賞の受賞も狙っています！
　「早慶近」というインパクトのあるキャッ
チコピーを掲げたこの新聞広告は、17年1

月3日付各紙の大阪本社版に掲載しました。
英 国 の 教 育 情 報 誌「タイムズ・ ハイ
ヤー・エデュケーション」の世界大学ラン
キングに基づき、「早慶近」というキャッ
チフレーズにしました。しかし、この広告
の本当の狙いは、日本の大学受験に多大
な影響を与えている大学の‘くくり’に異議
を唱えることです。大学の序列問題への
提起であることが読者にきっちりと伝わる
ことを重点的に考えました。
　関西らしいユーモアたっぷりの文章は読
者に受け、SNSでも拡散しました。近畿大
学の広報担当者が掲載当日早朝からSNS
をチェックしていたところ、朝6時台から反

応があり、すぐにこの広告が成功したと分
かりました。SNSでは「いくらなんでもこれ
はやりすぎ」や「悪ふざけとしか思えな
い」などやや炎上気味でしたが、「おもし
ろい！」「攻めてる」など各方面からの評
判は良く、制作意図が伝わったことも分か
りました。
　この広告は、第33回読売広告大賞アド
バタイザーの部のグランプリを受賞しまし
た。それを記念し、1月3日の正月用だった
クリエーティブを一部分手直しして、7月
14日朝刊別刷り「大学の実力」（全国エ
リア）にも掲載しました。こちらも読者か
ら面白いとの反響がありました。
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特　集 ― 企画事例紹介 企画事例紹介 ― 特　集

南
日
本
新
聞
社

東京支社営業部

川上 英樹（かわかみ・ひでき）

インパクトのある
新聞クリエーティブは
ＳＮＳで拡散、
限定グッズとしても活用

　カリスマ・シンガー・ソングライター長
渕 剛 氏 の ニ ュ ー ア ル バ ム「BLACK 
TRAIN」発売を記念した一夜限りのプレ
ミアムライブをWOWOWが独占生放送。
放送日に向け、同氏の出身地である鹿児
島へのエリアマーケティングと、そこを起
点に全国へ情報拡散を行いました。 
　30段センターワイドを縦長に使うインパ
クトのあるクリエーティブをベースに、情
報の拡散や副次的な利用について検討を
進め、①クリエーティブのプレミアム感を
出すための「高白紙」印刷、②SNSを
使った情報拡散、③増し刷り5万1000部

をタワーレコード限定グッズとして配布、
という施策を採用しました。 
　南日本新聞のフェイスブック（約4500
フォロワー／展開当時）とツイッター（約4
万1500）の公式アカウントを中心に、掲
載日3日前からティザー告知を投稿。掲載
日を皮切りに、WOWOWや長渕氏、全国
のタワレコもSNS発信を始めました。長渕
氏自身が新聞を持ってその大きさを示した
写真や、タワレコの「当店に『長渕新聞』
あります」といった投稿が、多くのファン
の注目を集めていきました。 
　エリアマーケティングの成果としては、

上
毛
新
聞
社

営業局企画部

羽鳥 正人（はとり・まさと）

SNS、AR を活用して全力応援

本エリアマーケティング期間のWOWOW
の新規契約数で、東京や大阪を押さえて
鹿児島（人口ランキング全国24位）が１
位となりました。人口比率ではなく、実数
で地方がトップを取るのは極めて異例です。
放映のリアルタイム視聴者数も好調で、タ
ワレコ各店でのアルバム販売にも一定の寄
与ができたと考えています。

　サッカー J2ザスパクサツ群馬を応援す
るため、上毛新聞社、群馬テレビ、エフ
エム群馬と「マスコミ３社冠マッチ」を企
画しました。今季チームスローガン『全
力』を掲げるも最下位と低迷するなか、

『ザスパ全力応援』と銘打ち、協賛40社
による広告キャンペーンを展開しました。
■試合２週間前　ツイッターに『＃ザスパ
全力応援』を付けたメッセージを投稿する
よう、紙面とSNSで呼び掛けました。応
援ソングをリリースしたばかりの本県ゆか
りのロックバンドLACCO TOWER（ラッコ
タワー）とも連携、上毛新聞社およびザ

スパのフェイスブックやツイッターを中心
に、SNS上での盛り上げを展開しました。
■試合前日　本紙で見開き４ページ特集

（うち２ページはAR動画中心）を展開。
成績不振で厳しい言葉を浴びせられるな
か、登録全選手が何を考え、どんな思い
でいるか、生の声をサポーターに伝えまし
た。一方、上毛新聞社からもサポーター、
チームやフロント向けにメッセージを掲載。

ザスパの存在意義を再考する契機にしよう
と考えました。
■試合当日　特集紙面を来場者全員に配
布。サポーターの気持ちが一つになること
を狙いました。
■反響　おおむね好評で、ARアプリダウン
ロード数は通常時の５〜８倍、動画再生
数は同６〜 10倍でした。手応えを感じる
キャンペーンとなりました。

2017 年 8 月25 日付

2017 年 8 月17 日付

2017 年 4 月21 日付

「愛のダメ出し」で顧客と双方向のコミュニケーション
ド
ミ
ノ・ピ
ザ 

ジ
ャ
パ
ン

　福岡地区では、かねて宅配ピザ業界の
厳しい競争が繰り広げられていました。そ
うした背景の下、ドミノ・ピザ ジャパンは、
エリア限定の施策を立ち上げました。
　2017年4月にその第1弾となる「愛の
ダメ出し」キャンペーンを展開。戦略とし
ては商品やサービスの訴求よりも、まずは
地元志向の基本姿勢を打ち出し、地元か
ら愛されるブランドになることを目指しまし
た。
　そのために考えたのが、ドミノが地元福
岡の皆さまの声に真

しん
摯
し

に耳を傾ける姿勢
を伝えること。「愛のダメ出しクーポン」と
いうクーポン券を地元紙に掲載して、お客
様それぞれの意見を書いてお店に持参し
てもらうというもので、多くのご指摘や応
援の言葉を受け取ることができました。
　同時期、新聞広告に連動して、店頭や
地域イベントでも「愛のダメ出しクーポ
ン」を配布したところ、集まったご意見は
合計で750通を超えました。
　続いて6月には、これを受ける形の第2
弾として、前回寄せられた声を実際の施
策に反映し、商品・接客・お求め安さの
３点で新たな取り組みを行う「３つの“ド”」
を宣言しました。
　実は、「愛のダメ出し」は予想に反して
ダメ出しよりもむしろ激励やお褒めの言葉
が非常に多く、店舗のスタッフにとっても
うれしい発見となったのは貴重な副産物で
もありました。
　そして9月の第3弾では、「愛のダメ出
し」から生まれた新商品「クワトロ・どみ
のしたと！九州」が想定を大きく上回る売
れ行きを示し、お客様からの強いご支持を
いただいていることに感謝の気持ちをお届
けする機会としました。

　新聞広告
と連動して店
舗での売り上
げも堅調に推
移し、好循環
が生まれてい
ます。この回
では、そうし
た中でも決し
てはやること
なく、初心を
忘れないよう
にとの思いを
キャッチコピーにもうたっています。その
上で「ドミノの恩返し」と銘打ったクーポ
ンを付けることで、お客様との持続的な関
係を形作っていきたいという大きな願いも
込めました。
　このシリーズ広告で一貫しているのは、
地元のお客様の声に耳を傾け、お応えす
る姿勢です。

　企業の思いを、時にはユーモアを交え
ながらも真剣に熱く伝えるために新聞とい
う媒体は非常に効果的で、地元への密着
という点でも適合していると言えます。今
回の取り組みは店舗での施策とも相まって、
お客様との間に良好な双方向のコミュニ
ケーションを形作ることができたと感じて
います。

2017 年 6 月23 日付 2017 年 9 月8 日付
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クラウドファンディングで優勝の喜びを分かち合う新聞社への信頼感から「ふくのわ」ひろがる
下
野
新
聞
社

産
経
新
聞
社

営業部業務推進グループ

横山 哲也（よこやま・てつや）

東京本社営業局企画プロデュース部

永栄 朋子（ながえ・ともこ）

　「衣類のリユースをすすめてパラスポー
ツを応援しよう！」を合言葉に、2016年５
月から「ふくのわプロジェクト」に取り組
んでいます。家庭や企業から寄付しても
らった衣類を、国内外の中古衣料マーケッ
トで販売する企業に売却し、収益金をパラ
スポーツの発展に役立てる読者参加型の
プロジェクトです。
　かかわってくれた人みんながハッピーに
なりますように――。「ふくのわ」には、

「服の輪」「福の輪」「布
ふ

久
く

の輪（布が長く
リユースされるという意味の造語）」とい
う三つの願いを込めています。
　プロジェクトは2016年、17年と2期連
続で東京都の「持続可能な資源利用に向
けたモデル事業」の一つに選ばれました。
およそ資源物はリサイクルして生み出され
る価値よりも、回収コストの方が高くつく
という共通の課題があるため、都と連携し
て効率的な衣類回収の仕組みの構築に励

　栃木ブレックスの国内プロバスケット
ボール「Ｂリーグ」初代チャンピオンをた
たえるため、民間・団体に呼びかけ「〜
感動をありがとう〜プロジェクト委員会」
を立ち上げました。事業資金は、朝日新
聞 の クラウドファン デ ィング サ イト

「Ａ-port」（下記囲み参照）を活用して、
支援金額は一口3000円からとしました。
　支援者へのリターンは①Ｂリーグ初代
優勝記念モニュメントの制作（モニュメン
トに取り付けるプレートに氏名またはニッ
クネームの掲出）、②新聞広告への支援者
名の掲載、③プロジェクト参加証明書の
発行としました。支援金募集告知には主
に新聞広告を使い、支援者からの熱い応
援メッセージなども掲載し、栃木ブレック
スを県民みんなで祝福する雰囲気を醸成
しました。また、Bリーグ優勝パレードやバ
スケット大会などのイベント会場でも現金
支援を受け付け、支援者にじかに接し、
大きな期待と確かな手ごたえを感じました。
　2017年6月から約２か月間で、目標を
大きく上回る1000名を超える支援があり、
モニュメントの実現と紙面掲載に至りまし
た。8月25日に掲載した新聞広告は、Ｂ
リーグ初代王者に輝いた「感動」を表す
とともに、みんなの「感動」をモニュメン
トという形で永遠に残し、「栃木ブレックス
のホームタウンをバスケットボールの聖地
へ！」という思いを紙面に表しました。ま

んでいます。
　プロジェクトにはこれまで約32トンの衣
類が寄せられました。国内では年間100
万トン超もの衣類が廃棄されているので、
まだまだ砂粒ほどの回収量に過ぎません。
しかし、我々の試算では国内で捨てられて
しまう衣類の１％を集めることができたら、
7000万円になります。クローゼットに眠
る衣類でパラスポーツを応援できるという
仕組みは、予想以上に読者や都民に受け
入れられています。パラスポーツを応援す
る人を増やす都のプロジェクト「TEAM 
BEYOND」と連携した回収がスタートし、
都内では授業や文化祭で取り組んでくれる
中学校や高校も出てきました。
　こうした活動をオフィシャルサポーター
協賛という形で企業に支えていただいてい
ます。ふくのわの広告には凝った仕掛けは
何もなく、シンプルにメッセージと参加方
法を伝えているのみです。

た、支援いただいた方々のお名前を
掲載し、あわせてモニュメントの制
作・設置場所を告知。これからはじ
まるプロジェクトの期待感を演出し
ました。掲載後、支援者に参加証
明書（プレミアムポストカード）の
発行も行い、参加証明書持参者限
定の特典（ホームゲーム会場での
記念品の進呈）も追加、ＳＮＳ上で
も各所で取り上げられました。
　モニュメントのデザインはバスケッ
トボールをあしらい、初代王者が分
かるような文字を入れています。コ
ンセプトは、一度しかない「Bリー
グ初代王者」の称号を永遠に残し、
リンク栃木ブレックスのホームタウン
をバスケットボールの聖地として盛
り上げ、県内外のバスケットボール
ファンの熱い「B愛（バスケットボー
ル愛、ブレックス愛）」を表現すること。設
置場所はリンク栃木ブレックスのホームタ
ウン「ブレックスアリーナ」（宇都宮市体
育館）に決定し、1月18日に、除幕式を開
催します。

　5段広告は平均月１回の掲載、15段の
事業特集も半期に1度の掲載と、決して露
出が多いわけではありません。しかし、そ
の効果には目を見張るものがあります。提
携先の倉庫には１７年4月中旬以降、１日
も欠かすことなく衣類が寄せられています。
不定期開催のイベント型の衣類回収も、
大型のスーツケースを携えて電車を乗り継
いできてくれる方が何人もいます。中には

「子供の通う幼稚園に協力してもらった」
と、ワンボックスカーいっぱいに衣類を積
んできてくれる若いママの姿も。
　寄付してくれる方の言葉から感じるのは、
新聞社への信頼感です。「似たような取り
組みはあるけれど、服がどこに行くのか心
配だった。自分の服でパラスポーツを応援
できて感謝している」という言葉に、サ
ポーター企業と読者に育ててもらっている
プロジェクトであることを実感し、感謝す
る日々です。

2017 年 11 月5 日のイベント「ＢＥＹＯＮＤ ＦＥＳ 渋谷」
日出高校と二松学舎大学付属高校のダンス部がふくの
わの応援に駆け付け、華麗なダンスを披露。

「A-port」（https://a-port.asahi.com/）は、
2015 年 3 月のサービス開始以来、200 件を超えるプロジェクトを手がけています。
一般から起案を募るだけでなく、今回の企画のように企業との連携も活発に進めています。朝
日新聞社は報道機関として、様々な分野での社会課題解決への取り組みを報道してきました
が、課題解決などに挑戦する人、そして共感する人を結びつけ支援する「場」の創出も、新
聞社としての使命と考えています。
ぜひとも夢のあるご活用の提案をお待ちしています。（朝日新聞社メディアラボ・中西知子）

特　集 ― 企画事例紹介 企画事例紹介 ― 特　集

5 段広告（平均月1 回掲載）

2017 年 1 月28 日付

支援者の氏名を掲載した広告
（2017 年 8 月25 日付）

支援募集告知（2017 年 6 月30 日付）

検索新聞広告データアーカイブ◉詳しくは
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掲載紙＝読売
掲載日＝2017/8/6
スペース/色＝全15段/カラー
企画・制作＝Texas Rangers Baseball Club
扱い＝Huson International Media

掲載紙＝朝日、東京
掲載日＝2017/9/22
スペース/色＝二連版全30段/カラー
企画＝稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾
扱い＝アサツー ディ・ケイ
制作＝CULEN

ダルビッシュ有投手への感謝表明

新しい地図

　米・大リーグのテキサス・レンジャー

ズは2017年7月31日、ダルビッシュ有

投手をロサンゼルス・ドジャーズへ移籍

させました。ダルビッシュ投手は地元紙

に全面広告を出し、これまで応援してく

れたファンに感謝を伝えました。

　移籍契約が確定したとき、テキサス・

レンジャーズは、ダルビッシュ投手のこ

れまでの多大なる功績と、球団と歩んで

きた日々に謝意を表したいと考え、8月6

日付の読売新聞に広告を掲載しました。

テキサス・レンジャーズのユニフォーム

をまとったダルビッシュ投手の写真に、

　「新しい地図」は、稲垣吾郎、草彅剛、

香取慎吾の3人の今後の活動に共感して

応援してくださる方たちが集う有料オ

フィシャルファンサイトです。2016年

から現在まで、朝日新聞や東京新聞を通

してたくさんの方たちが応援してくだ

さった気持ちに感謝を込めて、新しいス

ジャーナリストの方々が広告についてコ

メントを寄せ、拡散してくれました。

インスタグラムで611件の話題が発生

しました。朝日新聞デジタルでは9月

22日、23日のアクセスランキングで

トップになったほか、当日の新聞はコン

ビニですぐに売り切れ、その後、各新聞

販売店で購入する人もいたようです。

Texas Rangers Baseball Club
Marketing & Advertising Director

Sarah Opgenorth

新しい地図

「ダルビッシュ有さんへ　2012年

の入団以来、あなたが成し遂げた

数々の実績と、チームへの献身的

な働きに心から感謝いたします。

超一流のパフォーマンスを、あり

がとう」と球団・ファンからの感

謝のメッセージを添えました。「ダ

ルビッシュ投手の全ての輝かしい

功績を我々は忘れない」というこ

とを伝えています。

　掲載後には非常に多くのポジ

ティブな反響がありました。ツイッター

上 で は、 日 米 双 方 の 多 数 の フ ァ ン、

タートを両紙の広告紙面で報告しました。

同サイトには、3人のメッセージや入会

方法などを掲載しています。

　朝日新聞社の調査によると、3人が新

聞広告掲載を検討しているという情報が

報じられた9月11日から同30日までの

間に、ツイッターでは合計5万件以上、

話題の広告事例略語凡例
Pro＝プロデュース　CD＝クリエーティブディレクション
AD＝アートディレクション　C＝コピー　PL＝プランナー
D＝デザイン　Ph＝フォト　I＝イラスト　CG＝コンピューターグラフィックス

検索新聞広告データアーカイブ◉詳しくは

球団創設以来、読者・ファンと一体となって
広島東洋カープを応援中

国
新
聞
社

広告局広告営業部次長

松下 寿樹（まつした・としき）

　1892年に創業した中国新聞社は地域
に根ざす新聞社として、地元に拠点を置く
プロ野球・広島東洋カープをコンテンツと
して報道してきました。特にスポーツ面の
名物コラム「球炎」は、時に厳しく、時
には手放しでカープを称賛し「まさにファ
ン目線」の記事として、全国のファンに共
感されています。
　原爆投下によって焦土と化した広島の
復興のシンボルとして1949年、市民球団
が誕生しました。これまでも、そしてこれ
からも広島の希望であり続けるカープを応
援するため、広告局では紙面企画以外に、
コンテンツを利用した新たな商品開発に取
り組みました。主な商品を紹介します。

【カ舞吼フェイスシール】
　2017年のキャッチフレーズ「カ

か ぶ く
舞吼！

〜 Kabuku 〜」にちなみ、目の下や頬な
どに張って応援の一体感を高めるフェイス
シールを発売しました。歌舞伎独特の化
粧法である隈取りをイメージしたシールを
張って「カ舞吼」体験をする新しい応援
スタイルを提案し、マツダスタジアムや百
貨店、大型商業施設、コンビニで販売す
るとともに、通販サイトの47CLUBで全国
に向けて販売しました。インスタグラムで、
シールを顔に張った写真を投稿してもらう
コンテストを開き、入賞者を朝刊紙面に
掲載する販売促進活動を行いました。1枚
300円、累計販売数は約8万枚。

【CARP帆前掛け】
　ファンの心をくすぐる商品として紺色に
染めた厚手の綿織物を使用した「CARP
帆
ほ ま え か

前掛け」を発売しました。中国新聞を
丸めた紙のバットを持つカープ坊やを描き、
上下に今季のキャッチフレーズとカープの

ロゴをあしらい、東京・銀座の広島県ア
ンテナショップ「TAU（タウ）」や東急ハン
ズ広島店等でも販売しました。カープの
セ・リーグ連覇後には、優勝バージョン
を追加、歌舞伎の見えを切るカープ坊や
とコイの絵の上下に「V8」の文字とカー
プのロゴをデザインしました。1枚4900円、
累計販売数は3100枚。

【球団公認胴上げTシャツ】
　セ・リーグ連覇を記念した球団公認の胴
上げTシャツ「2017 FLYING CARP V8」
も発売しました。前面には優勝翌日の朝
刊1面に掲載した緒方孝市監督の胴上げ
写真をプリント。監督の足の形をVの字に
見立てた「V8」や、「連覇」の文字をデ
ザインしました。背面には監督、コーチと
優勝当日の1軍登録選手の名前と背番号
を 記 載。 胴 上 げ 回 数 と 同 じ11個 の

「BANZAI！」の文字も並べました。1枚
2500円、累計販売数は6000枚。

【大ちょうちん行列2017】
　商品開発と連動して「大ちょうちん行列
2017」 を10月7日 に 開 催 し ま し た。

「Carp V8」のロゴの入った赤いちょうち

んを手に、カープOB選手を先頭に私設応
援団メンバーのトランペットや太鼓で応援
歌を響かせて広島市内中心部約1キロを練
り歩きました。このちょうちん行列は、
カープが初優勝した1975年に初めて開催
し、2016年に体験型商品として復活。17
年は2年連続の開催となりました。
　朝刊の企画紙面では広島市民に支えら
れたカープの歴史を振り返り、イベントを
通じて歴史ある「ちょうちん行列」を未来
につなげていきたいという思いを込めまし
た。行列への参加資格とTシャツ、提灯の
限定1000セットは47CLUBで販売し、わ
ずか1日で完売。行列に参加しない人向け
のグッズセット（Tシャツ、提灯）も、16
年から倍増の4000セット販売し、こちら
も完売となりました。
　残念ながら17年はクライマックスシリー
ズで敗退しましたが、今年こそはセ・リー
グ三連覇にとどまらず、日本一が期待され
ます。引き続き読者・ファンと一体となっ
てカープを応援していく紙面企画と商品開
発に取り組んでいきたいと思います。

特　集 ― 企画事例紹介

大ちょうちん行列 2017CARP 帆前掛け 胴上げ Tシャツ

カ舞吼フェイスシール　インスタグラム入賞者
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話題の広告事例 話題の広告事例

掲載紙＝日経
掲載日＝2017/9/13
スペース/色＝全15段/カラー
企画・扱い＝日本経済広告社
制作＝アド・エンジニアーズ・オブ・トーキョー
Pro＝山崎信昭、岡崎優子、小林　航
CD＝菅野　友
PL＝石井啓之、雪本翔平
AD・D＝佐藤功晃
Ｃ＝金丸　哲
 I ＝内山勇士

 働き方改革に関するお詫び
掲載紙＝読売（都内版）、北海道
掲載日＝2017/4/20 
スペース/色＝全15段×2種/カラー
企画・扱い＝電通北海道
制作＝電通北海道、西澤デザイン事務所
CD＝増田光記
AD＝増田光記、西村優利
C＝鈴木拓磨
D＝小泉由美

 ISHIYA GINZA SIX 店オープン告知

2017年8月8日、 サ イボ

ウズ株式会社は創業

20周年を迎えました。それを記念して、

人気アニメ『紙兎ロペ』原作者・内山勇

士氏による、働き方改革をテーマにした

アニメ『アリキリ』を公開しました。

　創業20周年記念の企画で、なぜ働き

方改革のアニメ？　と思われる方もいらっ

しゃるでしょう。我々は、「100人いれば

100通りの働き方」をポリシーとして働き

方改革に取り組んできた企業として、20

周年という節目の年だからこそ、どうすれ

ば働くことが喜ばしく、楽しいものになる

のか、皆さまと一緒に考えていきたいとい

う思いを伝えたいと考えていました。

　その結果生まれたのが、「働き方改革、

楽しくないのはなぜだろう。」というテー

マです。現在の「とりあえず残業規制」

「形だけのイクメン、女性活躍」といった、

画一的に進む日本の働き方改革に疑問を

投げかけることが目的でした。完成したア

ニメにも自信があり、これは世の中に社会

的ムーブメントを起こすことができるんじゃ

ないか、と考えました。

　しかし、アニメ公開から数週間、ある

程度の反響はあったものの、当方が期待

していた、 社会的ムーブメントが巻き起

こっているような感触は得られませんでし

た。以前からサイボウズに注目してくだ

さっている方々は面白がって見てくれまし

たが、サイボウズを知らない人、特に今

回のターゲットである「20〜30代の若手

ビジネスパーソン」には届いていませんで

した。

　そこで、「20〜30代のビジネスパーソ

ンにアニメを知ってもらうこと」「SNSで

〈広告出稿の意図・狙い〉

　看板商品「白い恋人」を製造・販売す

る石屋製菓は、 東京・銀座に2017年4

月20日にオープンした複 合 商 業 施 設

「GINZA SIX（ギンザシックス）」に、北

海道外で初めての店舗として「ISHIYA 

GINZA」を出店しました。今回の広告の

主たる目的は、新しい店舗がオープンす

ることを多くの方に知ってもらうことでした

が、この店舗ではあえて「白い恋人」は

扱わずに、銀座限定の新商品を販売する

ことも同時に伝えることを重視しました。

〈広告の内容・コンセプト〉

　店舗がオープンする東京に向けた広告、

の話題作り」を目的に、日本経済新聞に

広告出稿することを決めました。働き方

改革というテーマに合うこと、電子版に

20 〜 30代の若い読者がついていること

が媒体選定の理由です。

　広告のクリエーティブは、代表取締役

社長である青野慶久の働き方改革に対す

る「覚悟」を伝えるものにしたいと思いま

した。本気で日本の働き方を変えたいと

いう青野の覚悟は、どのような形ならば世

間に伝わるのか。チームで何度も議論を

重ね、今回の「働き方改革に関するお詫

び」というクリエーティブが完成しました。

　広告掲載後の反響は予想を大きく上回

り、2017年11月末現在、総メディア掲載

数は約170件、この新聞広告を取り上げ

たネットの書き込みは2万件以上と広く拡

そして地元の北海道に向けた広告、二つ

の広告を制作し、開店当日の朝刊に掲載。

東京（読売新聞・都内版）には「恋人は

置いてきました。」というコピーで新店舗

では「白い恋人」を売っていないこと、

北海道（北海道新聞）には「恋人は置

いていきます。」というコピーで「白い恋

人」は地元だけで売っていることを表現。

“ペア広告”で新店舗のオープンを告知し

ました。

〈広告掲載後の反響〉

　北海道と東京で異なる二つの広告コ

ピーがあることと、その意味するところが

SNSで話題になりました。掲載日の翌日4

散されました。特設サイトのフェイスブック

「いいね！」 数は2.5万を超え、動画の再

生回数は34万回を突破しました。日経電

子版でのリンクタップ・クリック数は約2万

件となり、これは日経電子版の紙面ビュー

アーが始まって以来、過去最高の数値に

なるそうです。

　今回の新聞広告は、日本経済新聞とい

う「 媒 体 」 と、 当 社が伝えたかった

「メッセージ」、その先にあるコンテンツ

（アニメ）の「質」、働き方改革が盛り上

がっている「タイミング」、このすべての

相乗効果で生まれたものだと思っています。

今後も働く人に等身大のメッセージを発信

し続けるために、広告を読者とのコミュニ

ケーションの「場」として活用していきた

いと考えています。

月21日に配信されたネットニュースサイト

「ねとらぼ」でも【「白い恋人」の石屋製

菓が東京進出　「恋人は置いてきました」

と胸キュン広告】という見出しで取り上げ

られ、週末にかけてさらに拡散するきっか

けとなり、 週明けの4月24日にはインプ

レッション（ツイート表示回数）で2万

8073、エンゲージメント率（ユーザーが

ツイートに反応した率）は9.4％となりまし

た。

　その結果、ISHIYA GINZAは開店から

1時間程度で商品が完売するほどの超人

気店になり、今もその人気は継続してい

ます。

石屋製菓株式会社
経営管理部広告宣伝課

寒河江 有香（さがえ・ゆか）

サイボウズ株式会社
ビジネスマーケティング本部 
コーポレートブランディング部 コンテンツエディター

明石 悠佳（あかし・ゆか）

検索新聞広告データアーカイブ◉詳しくは

北海道 読売（都内版）
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　沖縄タイムスは2018年7月1日に創

刊70周年を迎えます。戦後の混乱の中、

戦争報道を反省し、「言論の自由、責任、

公正、気品を堅持する」「民主主義に

のっとり文化社会の建設を推進する」

「国際信義に基づき世界平和の確立に寄

与する」の社是を掲げ、1948年7月1

日、沖縄戦を生き抜いた新聞人によって

創刊されました。

　郷土の荒廃、米軍統治により復帰後も

続く基地被害で、言論人としての使命感

と紙面への信頼を基盤に社会的責任を果

たすべく、今日まで発行を続けています。

　また、新聞発行だけではなく、文化事

業の重要性を掲げて芸能、美術、工芸、

学術などを積極的に支援し、沖縄県民の

アイデンティティーを築き上げてきまし

た。さらに九州の南から台湾へ連なる

島々「琉球弧」の事象を網羅した「沖縄

大百科辞典」「鉄の暴風」「新沖縄文学」

の刊行など、出版分野でも主導的な役割

を果たし、沖縄の先駆的情報発信源と

なっています。

　今後もこうした創刊の原点をジャーナ

リズム精神として継承し「言論、論評の

自由を守り、いかなる権力、圧力にも屈

せず公正を期す」ことで培われた沖縄タ

イムスの信頼を守り続けていきます。

　一方、通信デバイスの進化やネットメ

ディアの台頭で、若い世代を中心に新聞

離れが加速し新聞社の存続基盤をも揺る

がしかねない状況が迫ってきています。

その中で守り続けた企業姿勢「真実を伝

える」に徹し、紙媒体のみならずあらゆ

る通信デバイスに対応したコンテンツ

（ニュースと情報）を発信し、新たな収

益構造を確立し財務基盤を再構築してい

かなければなりません。

　新聞収益の大きな柱の一つが広告です。

2017年7月に、広告局を営業局に改称

しました。紙面広告だけでなく、デジタ

ルやスポーツ＆イベント事業など広告主

ハ
イ
サ
イ
！
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
で
す
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営
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●部数＝朝刊15万7848部（2017年10月、自社公称部数）
●所在地＝那覇市久茂地２－２－２
●支社＝東京・関西・中部（県内）の各支社、福岡営業所

のさまざまなニーズ、要望に応える新商

品を手がけ、幅広い営業活動を展開して

いきます。

　営業局では17年、新たな取り組みと

して「WEBタイアップ広告」をスター

トさせ、「紙面とWEB」「WEBのみ」の

販売を正式に商品化しました。コンテン

ツの内容・表現方法や単価の低さなど、

まだ課題はありますが、今後、ウェブ広

告をブラッシュアップし、実績を重ねて

新規開拓に取り組んでいきます。

　また、創刊70周年のプレ企画として

17年の創刊日（7月1日）に別刷り特

集『びっくり沖縄宝島』を発行。沖縄の

昔・いま・未来をつなぐ歴史文化や自然

の謎にスポットを当て、100年後も残し

たい新たな「琉球の宝」を探す企画とし

て8ページの特集をしました。

　新商品やイベントなど沖縄の生活に必

要な情報をきめ細かくカバーしていくの

が新聞広告の力だと考えています。これ

まで広告局として、紙面広告のほかにも

県内最大のスポーツイベント「NAHA

マラソン」の運営をはじめさまざまなイ

ベントに関わってきました。新生・営業

局でもこれまでの事業を存続させつつ、

デジタル時代の新規開拓を模索しながら

幅広い営業活動に努めます。

　沖縄タイムスは創刊70周年を迎え、

新しく生まれ変わります。組織間の連携

を強め、沖縄におけるあらゆる問題、課

題を組織横断的に解決することで社内を

活性化させ、経営基盤を強化します。ま

た、先人たちが築いてきた信頼を糧に県

民に寄り添い、県民の目線に合わせた報

道、事業を展開し、沖縄のより良い未来

の創造を目指すとともに、企業として収

益構造を見据えた新規事業への参入にも

挑んでいきます。

　100年後、200年後の沖縄タイムス

のための新たな一歩を歩み始めます。

きっと、もっと、いい未来のために。

那覇市の中心部に位置する本社

プレ創刊70周年記念特集（2017年7月1日）

　日本農業新聞は、外国人旅行客に人気

の電気街、またAKB48の聖地として有

名な秋葉原に本社を構えています。

　これは、かつてこの近くに神田青果市

場があったことが由来とされています。

市場は大田に移り、跡地は再開発されて

そのころの面影はほとんどありません。

そのため、クライアントなどは“農業”

と“アキバ”のギャップを不思議に思わ
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●部数＝34万324部（2017年10月ABC調べ、販売部数）
●所在地＝東京都台東区秋葉原２－３
●支所・支局など＝北海道、東北、東京、中部、大阪、中国四国、
  九州各支所、信越、四国各支局、新潟駐在

れるようで、「どうして会社が秋葉原

に？」とよく質問されます。
（注）本社は1月下旬より仮移転します。

　 日 本 農 業 新 聞 は、 お か げ さ ま で

2018年３月に創刊90周年を迎えます。

1928年に当時の帝国農会が発行した

「市況通報」が前身で、昭和恐慌で混乱

していた農産物市況を正確に伝え、農家

を守るために創刊されました。以来90

年にわたり、「食」と「農」の総合情報

メディア、JAグループの情報受発信セン

ター、そして日本で唯一の日刊農業専門

紙として読者の皆さまへ毎日紙面をお届

けしています。

　わが社の広告事業は、JAグループをク

ライアントとする事業開発部と一般企業

をクライアントとする広告部に分かれて

います。営業スタッフは日夜、主な読者

である農家やJAの役職員に対し、JAグ

ループの取り組みや営農、暮らしに役立

つ情報を広告という形で届けています。

　皆さんは2016年11月に、ユネスコ

（国連教育科学文化機関）の無形文化遺

産として「協同組合において共通の利益

を形にするという思想と実践」が登録さ

れたことをご存じでしょうか。ユネスコ

の登録委員会は、協同組合を「共通の利

益と価値を通じてコミュニティーづくり

を行うことができる組織であり、さまざ

まな社会問題へ

の創意工夫あふ

れる解決策を編

み出している」

と評価したので

す。

　JAグループは

農家で組織する

協同組合であり、

わが社もそのメ

ンバーです。そ

こで事業開発部

は、7月第1土曜

日の国際協同組合デーにあわせて、3週

連続で「協同組合を考える」シリーズを

企画し、JA全中（全国農業協同組合中央

会）に提案しました。すぐに担当者をド

イツに派遣し、無形文化遺産登録に関

わったキーマンたちに取材し、企画紙面

を通じて協同組合の大切さを読者に伝え

ました。

　また、農家の所得増大のため、広告部

では一年を通じて作物別の企画を展開し

ています。作物はスイートコーン、ダイ

コン、キュウリなどさまざま。中でも年

に２回企画するトマト特集は、約60社

に広告協賛いただく大型企画に成長しま

した。十数ページに及ぶ企画紙面には種

苗、肥料、農薬などトマトに関わるメー

カーを集大成しています。JAのトマト生

産部会などからは「今後の営農に役立

つ」と評判です。

　このように日本農業新聞の広告は、ク

ライアントも企画内容も他紙にはない特

徴を持っています。今後もクライアント

のニーズに応えながら、読者に役立つ広

告紙面をお届けし続けたいと考えていま

す。

こ
ん
に
ち
は
、日
本
農
業
新
聞
で
す

90周年ロゴマーク

現在の社屋。数年後には新しい姿に

新 聞 社 紹 介 新 聞 社 紹 介

2017年7月8日付「協同組合を考える」 2017年6月8日付「トマト特集」
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　新聞協会と日本アドバタイザーズ協会は
2017年11月14日、東京・千代田区の一橋講
堂で「新聞広告とデジタルの融合」をテーマ
に共催セミナーを開いた。10回目となるセミ
ナーには、広告主、広告会社、新聞社など
300人が参加した。
　TBWA\HAKUHODOの二澤平治仁氏は、
15年に見開き30段の新聞広告を4週連続で出
稿し話題となっ
た米IT大手の
新型スマホ広
告キャンペー
ンなどを題材
に、メディアと
クリエーティブ
の活用につい
て講演。商品
ではなく「ユー

◎アドバタイザーズ協会との共催セミナー
　新聞とデジタルとの融合を探る ザー」を広告の主役、媒体の広告枠を「撮影

者のギャラリー」と位置付け、撮影者の許諾
を得てインターネット上の投稿写真を掲載し
た。二澤平氏は「海外と比べて、日本の新聞
は紙の質や写真の再現性が高いため、日本で
は新聞にも出稿した」と話した。
　小学館の島村英司氏は、ジャズをテーマに
した人気漫画の新規読者獲得キャンペーンを
報告した。新聞読者はコンテンツにお金を払
う意識を持っており、面白いと思ってもらえ
れば新規読者になるチャンスがあると考えた。
４ページのパノラマ広告は、漫画の持つ熱量
や圧のようなものが読者に伝わるだけでなく、
作家のモチベーションアップの面でも効果的
だったという。デジタル技術の活用としては、
広告内のQRコードからジャズを聴けるよう
にし、繰り返し広告を楽しんでもらった。
　電通の中澤真純氏は、コマツの企業広告に
ついて報告した。ICTを活用した建設機械の
威力を伝えるため、経験の浅いオペレーター

が掘削作業や整地作業を短期間で仕上げた現
場の写真を、見開きの新聞広告で展開。目立
つ位置にQRコードを掲載し、作業過程の動
画を掲載した公式サイトへ誘導した。企業広
告とQRコードの組み合わせにより、BtoB企
業の信頼性とその実績を顧客層に直接かつ具
体的に伝えることができ、掲載がきっかけで
ICT建機の受注にもつながった。
　東京エレクトロンの安原もゆる氏は、12年
から出稿している元素周期表を使った新聞広
告について報告した。化学や物理の楽しさを
伝えるため、動画や立体画像で元素が楽しく
学べる仕掛けとしてAR（拡張現実）を取り
入れた広告は、17年にARを最も多く使用し
た新聞広告としてギネス世界記録に認定され
た。
　このほかデジタルと連携とした新聞社の取
り組み事例として、J-MONITOR連絡協議会、
読売新聞東京本社、山梨日日新聞社から、そ
れぞれ報告があった。

大塚製薬株式会社　ニュートラシューティカルズ事業部　宣伝部

工藤 由紀（くどう・ゆき）

　カテゴリーやシリアス度、話題性
から教育的側面まで、様々な種類
の「情報」が、与えられる側の選
択肢ではなく与える側によって目の
前に大きく深く広げられていた時
代とは異なり、今はほぼ全ての人
にとって、「情報は与えられる前に
選択するもの」になっています。
　宣伝セクションの仕事をしていく上で、
これほど「マス」を捉えるのが困難にな
ることは過去にありませんでした。そして、
マスを捉えられない、ということでマーケ
ティングプランの足元がぐらついているよ
うな感覚になることも否めません。
　興味関心のある分野を、検索して追求
する。情報の海をサーフしている途中で
出会ったうっすらと知りたい分野を、斜め
から接触してうっすらと周辺のことを知る。
反対に、予期せぬカテゴリーの話や、自分
には無関係であると想像もしない分野の
事象や情報は、与えられない限りは、決
して知ることはできません。

製品をとどけ、好きになってもらうために

　新聞という媒体は、どんどん狭まる
「与えられる情報」を、広く深く多くの人
（マス）の眼前に広げることができる媒体
であり、個々の興味関心によって“選ぶ”
ものになっている「情報」に、待ったをか
けているかたくなな（笑）媒体だと思いま
す。
　そして、老若男女が、広く、カテゴリー
も決め込まずに読み進めることを楽しめる
マス媒体です。言うまでもなく手触りがあ
る紙媒体で、そして読者が読むことを大前
提として「購入」するものです。
　そこでしかできない宣伝手法や表現の
仕方は確実にあり、心に残る表現や、即

時の行動喚起を起こすことも可能な、貴
重な媒体だと考えています。
　大 製薬の宣伝活動は、大きく二つの
目的があります。ひとつは、宣伝する製品
やサービスが、必要とされているお客様の
手元へ必ず届くための有効な手段である
こと。もうひとつは、製品を好きになって
もらうこと。
　この二軸を中心において、日頃の宣伝
展開を組み立てています。
　新聞という、独特の手触りと手応えの
ある場所で、その目的を果たせるような広
告展開を今後もしていきたいと思っていま
す。

広告委員会の活動報告

成人の日に、新成人の感謝や決意をのせたオリ
ジナルの記念新聞を大切な人へ届けました

企画を説明する二澤平氏

　日本新聞協会広告委員会は２０１７年秋、
「新聞オーディエンス調査」を開始しました。
２００１年から隔年で実施してきた「全国メ
ディア接触・評価調査」をリニューアルしま
した。
　メディア環境の変化に伴い、さまざまな目
的や状況に応じて不定期に新聞を読んだり、
ＳＮＳで拡散された新聞記事・広告を目にし
たりするなど、定期購読以外にも新しい接し
方が生まれています。多様な形で新聞に接
触する人全体を「新聞オーディエンス」と
定義し、どのような層で構成されているかを
三つの調査で明らかにします。

　新聞がどんな場面で読まれているのかに
加え、各メディアの接触状況や評価、電子
版の利用状況などの基礎情報を経年で把握
します。訪問留め置き法で年１回、１１月に
実施します。

　定点観測調査に加え、2017-18年には
二つのウェブ調査を実施し、「新聞オーディ
エンス」の実態を探ります。
　「新聞オーディエンス調査＋（プラス）」
では、特定のオーディエンスに焦点を合わせ
て消費志向や意識などの特徴を詳しく調べま
す。１８年３月に実施予定。定点観測調査
の結果を踏まえ、新しいオーディエンス像を
掘り下げます。
　「新聞オーディエンス調査３６５」は、月１
回以上新聞を読んでいる人を対象に、普段
と比べてメディアによく接したかどうかを毎日
尋ねる調査です。１７年１０月１日から１年間、
１８歳以上６９歳以下の男女３００人を対象に
実施。 新聞、テレビ、インターネットのメ
ディア別に、当該月平均と比較したデーリー
の接触状況を把握します。 事件や事故、

政治・経済の状況に加え、オリンピックや
正月など消費行動にもつながる各種タイミン
グでのメディア接触、季節変動などを観測し
ていきます。
　次項で１０月のトピックスを紹介します。

　１０月に新聞の接触が高まった上位３位は、
①２３日（衆議院選挙翌日）、②２２日（総
選挙当日）、③１日（休日、野党再編、Ｄｅ
ＮＡのＣＳ出場決定等）でした。

　テレビ、インターネットの接触は２２日が最
も高まっており、翌日の紙面で関心事を確
認する人が多いという傾向が明らかになりま
した。23日の新聞接触傾向を見ると、普段
と比べて接触が最も高まったのは１８～２９歳
で、若年層と新聞との接点も明らかになりま
した。
　「新聞オーディエンス調査３６５」の調査
結果は毎月中旬、新聞広告総合ウェブサイト

「新聞広告データアーカイブ」で公開してい
きます。

新聞協会が「新聞オーディエンス調査」を開始
新聞の多様な接し方を探る

＜新聞～ 2017年10月＞

（注）10月10日を「新聞休刊日」とした新聞社が多かった
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＜テレビ～ 2017年10月＞
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＜インターネット～ 2017年10月＞
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定点観測調査
「新聞オーディエンス調査」

二つのウェブ調査も実施

衆院選翌日に最も接触が高まる
若年層も新聞に接触

検索新聞広告データアーカイブ◉詳しくは



　僕は大学生のころ、突然拳銃でわき
腹を撃たれました。ものすごく痛かっ
たはずなのにそのときの感想は「やっ
た、これで明日のスキーを断る理由が
できた！」これ実際に見た夢の話です。
相当スキーに行きたくなかったんで
しょうね。このころ、起床すると見た
夢をすぐスケッチして記録していまし
た。
　例えばある日、友だちと泊まりに
行ったバンガローの中になぜか巨大な
樹が生えている。なんじゃと思ったら

「いいじゃん洗濯物干せるし、ほら」
と友達。夜になり寝ていると、天井か
らパラパラと髪のような物が降ってき
た。ギャァとみんなで逃げようとした
その時背後に気配が。恐る恐る振り返
るとそこにはレオタード姿のエロい女
が、なんと、鋭いハサミでジョキジョ
キとヒゲを切っているではないか！

「うわー！さっき降ってきたのはこの
ヒゲか！」で終了。
　美術家・横尾忠則さんの描いた
UFOが急にカセットケースの中に
入ってきたり、バックルにスルッと収
まるベルトを万引きしたり、僕が死ん
で友達が悲しげに参列してくれている
中、土からよみがえり、大きなガケを
猛スピードで駆け上がり列の先頭まで
来たところで「ビックリした？」だっ
て。ウザいですよね。でもこのような
ネタっていい自己紹介になるんじゃな
いかと思い就職活動に向けて作品にし

ました。見た夢をイラストにして下に
数字を入れたカレンダー。この夢は去
年のこの日。今年はどんな夢を見る？
というもので、面接でもウケました。
　しかし、夢を見なければ作品はでき
ないので夢の中にもう一人自分が出て
きて「まだ終わるな！もっと見ろ！」
と言われたこともありました。ある日
の夢では、遠くの窓から見知らぬオバ
ちゃんにずっと見られてる。するとそ
の顔に急激にズームするというもの。
この後オバちゃんを絵にすることで鮮
明な記憶になり、この人が本当にいて、
ずっと見られている気がして怖くなり、

「もう夢なんて見ないぞ」と思った途
端にパタリと見なくなりました。夢日
記をつけると気が狂うというのは分か
る気がしました。
　また、夢はモノクロともいいますが、
まさにこのころの登場人物は全て真っ
黒で描いていて、モノクロ表現が一番
強いと思っていました。2017年に制
作した東京ガスの新聞広告は画家の牧
野伊三夫さんに版画を依頼しました
が、伊三夫さ
んが刷り上げ
たのは同じく
真っ黒な人。
しかしただの
黒ではなく、
密 度 が あ り
ギッシリ情報
の詰まった黒

で、仕上がりを見た瞬間興奮しました。
比べるのはおこがましいけど、学生時
代の作品とポーズが似ています。なの
でこの黒い男が再び僕の前に現れ、元
気でやっているか？と言いに来たよう
で過去と現在がつながりました。
　30年前に見ていた夢は荒唐無

む
稽
けい

だ
けど自由で面白い。それに負けないア
イデアを、これからも作っていきたい
と思います。もちろん夢まかせではな
くね。

荒
唐
無
稽
だ
け
ど

自
由
で
面
白
い

田中 元
Gen Tanaka

電通　アートディレクター / クリエーティブディレクター
「発見 ! 角川文庫」「火ぐまのパッチョ」 「toto.BIG」「サポカーはトヨタ」「貞子 3D 渋谷イベン
ト」「2021 世界水泳福岡」など多岐にわたり活動している。ADC 賞、朝日広告賞グランプリ、
読売広告大賞、毎日広告賞、日経新聞広告賞、JR 交通広告グランプリ、カンヌメディアライオ
ン、グッドデザイン賞、キッズデザイン賞など多数受賞。
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東京ガスの広告（2017 年 3 月29 日付）学生時代の作品


