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山田

TA A サロン

眞二さん

1956 年、福岡県出身。80 年、一橋
大学経済学部卒業。サントリー㈱入社、
宣伝部配属となる。数多くの宣伝、ブ
ランド開発に携わり、2014 年よりサ
ントリーホールディングス㈱執行役員。
17年より現職。趣味は仏像鑑賞。
「30
年ほど前から仏像に目覚め、千年の時
の流れの中で、人々を見つめ続ける仏
像のまなざしに感動しています」

あの人にきく

「人間らしくやりたいナ」は広告作りの原点です
入社後 37 年、手がけたＣＭは 400 本

入社後は宣伝部配属となり、その後、ブラ
ンド開発と宣伝部を行ったり来たり。入社し

････ サントリーへ入社された動機、きっかけ

て 37 年ですが、直接担当したものに加えて役

をお聞かせください。

職者として関わったものを含めると、携わっ

学生時代からビールが大好きで、世の中に

たブランドは 500、CM は 400 ほどあると思い

こんなにおいしいものがあるのかと思ってい

ます。うまくいったもの、大失敗したもの、色々

たので、ビールの仕事をしたいと考えていま

ありました。

した。就職活動に際しても、
ゼミの先生が「世
の中がどんなに変化しても、人が口にするも

「やってみなはれ」は脈々と生きている

のは変化が少ない」と仰ったので、ビール会

････ 手がけられた仕事で、印象に残っている

社を受けることにしました。

エピソードをお聞かせください。

1980 年頃、
サントリーオールドの広告に「誰

入社３年目でビールの宣伝担当になった時

がつくる、次の時代」というコピーで中国の

の TVCM が、松田聖子さんの歌とペンギン

太極拳をテーマにしたものがあり、一つの商

のキャラクターを起用した
「スイートメモリー

品を宣伝するのにとても大きな世界を描いて

ズ」でした。男性タレントによる広告が圧倒

いた。それを見てサントリーで宣伝の仕事を

的に多かった中で、若い女性のビールの広告

やりたいと思いました。また、当時のビール

ということで話題になりました。

シェアは国内第４位でしたが、
その方がかえっ

創業者・鳥井信治郎の『やってみなはれ』は、

て自由に色々なことができるのでは、とも思

サントリーの DNA ですが、広告活動の中に

いました。会社訪問をしても、他社は落ち着

も脈々と息づいています。ある年、
当年のビー

いて静かな雰囲気なのに比べてサントリーは

ルの広告について佐治敬三社長にプレゼンテー

わいわいがやがやとしていて、賑やかで面白

ションする役目でした。「今年の広告はこう

そうな会社に見えました。

します」と報告すると、必ず「それはおもろ
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いんか」と尋ねられ、
「はい、おもしろいです」

かが予め決まっているわけではない。皆が一

と答えると、「そうか、ならええ」と。その

丸となって考えながら作っていきたい」と社

表現は本当に人を動かし、愉快にさせるもの

員たちに話しました。大切なのは、マス広告、

があるのか……。つねにその課題に向き合っ

デジタルに加え、
お客さまとのコミュニケーショ

て作らねばならないというのは、
大きなプレッ

ンも『コンテンツ』として捉え、自由に組み

シャーでもありました。

合わせて使っていくこと。つながった時に何

宣伝部長だった時の、矢沢永吉さんを起用

ができるのか、最適な融合はどこにあるのか、

したザ・プレミアム・モルツの広告も印象に残っ

それを探るのが我々のテーマです。ある意味、

ています。青空、ビールの金色、夏の雰囲気

実験的な会社であるとも言えるかもしれません。

などがビール広告の基本的な素材ですが、あ
の広告はビールグラスと商品以外は全てがモ
ノトーンでした。しかも、宣伝部長の私だけ

････ 新体制での具体的な事例はありますか。

がプレゼンに反対していました。しかし、商

昨年のボジョレー・ヌーボー発売時のキャ

品担当者も広告会社のクリエイターも「ぜひ、

ンペーン「ボジョパ」があります。ボジョレー・

これでやりたい」と。まさに
「やってみなはれ」

ヌーボーそのものをアピールするのでなく、
「ボ

ということで任せたのですが、オンエアを見

ジョパ」というパーティを仲間とやりましょ

てみると、画面の色も、言葉も、音もすごく

うと提案しました。その話題が SNS に乗るこ

いい出来に仕上がっていました。

とで、従来とは異なる拡がり方を見せました。

後で気がついたのですが、あの 1922 年の赤

商品でなく、人が楽しむイベントや体験を核

玉ポートワインのヌードポスターもモノトー

として置くと、その体験に広告表現が乗り、

ンにパートカラーの作品で、すでに 80 年も前

デジタルコミュニケーションでつながり、広

に先輩たちがやっていたのです。先達のすご

がっていく。今年のシーズンは全国でボジョ

さを改めて実感しました。

パがさらに広がるといいなと思っています。

事業会社の宣伝部を横串でつなぐ

････ 広告で日本を元気にしていくアイディア
をお聞かせください。

････2017 年４月、サントリーホールディン

昭和 30 年代、「人間らしくやりたいナ」の

グスはグループ会社を３つに分割。山田さん

コピーがウイスキー広告の黄金時代を築きま

が社長をつとめるサントリーコミュニケーショ

したが、デジタルメディア全盛の今でも変わ

ンズには宣伝デザイン、デジタルマーケティ

らない、普遍的なマインドだと思っています。

ング、お客さまリレーションの３つの本部を

サントリーの商品群はみな水と農作物から作

置き、専門性を高めてデジタルコミュニケー

られており、自然と共にあるからです。

ションに力を入れるそうですね。

スタッフには、「ちゃんと伝わるものを作

グループの商品群は、
清涼飲料が 10 〜 20 代、

ろう」と常に言っています。情報の 99.999％

ビールは 20 〜 40 代、ウイスキーは 40 〜 60 代、

はスルーされる時代に、伝えたつもりになっ

セサミンなどのウェルネスは 60 代以上と、コ

ていないだろうか、人の心は動いているだろ

アユーザーが分かれています。ユーザーニー

うか。今、何が面白いのか、これからの世の

ズを分析しながら宣伝、マーケティング活動

中はどうなっていくのか。さらに言えば、平

を行うには、緻密な戦略が求められます。各

和に楽しく生きるためにはどうしたらいいの

事業会社にあるブランドを中心とした宣伝部

か……。そのような視座を持つことが、ひい

と連携しながら、横串をさしてつないでいく

ては創業 150 年に向けた大切なことだと考え

のが宣伝デザイン本部の役割です。

ています。

就任に際しては、
「この会社が何をするの
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「人間らしくやりたいナ」のマインドを持ち続ける

（インタビュー・文・古俣愼吾）

東京広告協会の活動報告

【第 27 回（平成 29 年度）大学生広告制作講座】作品発表会
６月 30 日、電通銀座ビル８階会議室で第 27

優秀賞・学生賞にグラフィック広告「おじさ

回（平成 29 年度）大学生広告制作講座の作品

ん or しんぶん」大嶺芽伊さん（法政大学）ら

発表会を開催した。

が選出された。（P ４参照）。

今年の課題は、
「日本新聞協会 / 新聞を読も

表彰式では、新聞協会賞、審査員個人賞な

う・取ろう」
。先に行われたオリエンテーショ

どの各賞の贈賞と図書券、ノベルティグッズ

ンでは、慶田久幸氏（
（一社）日本新聞協会

などの副賞が贈呈され、講評が述べられた。

新聞メディアの強化に関する委員会 新聞 PR

博報堂クリエイターの石下佳奈子氏は当日欠

部会長）から、
「新聞にはジャーナリズム性・

席のため、メッセージを高田氏が代読した。

信頼性・情報の多様性や重みづけの分かりや

閉会後も講師に質問するなど、熱気に満ちた

すさなどの特徴がある。新聞を読まない若者

会となった。

に興味を持ってもらい、大事な情報インフラ

◆日本新聞協会 慶田氏からのメッセージ◆

であることを伝える広告を考えてほしい」と
説明があった。

今まで消費者・読者・視聴者としてしか見
ていなかった「広告」を、クライアントとし

６月 12、14 日に行われた個別指導では、ク

て見る貴重な経験をさせてもらった。驚いた

リエイター陣からラフ案に対して熱心な指導

のがレベルの高さ。特にテレビ CM は面白け

を受けた。

ればいいと思っていたが、それぞれに込めら

作品発表会では、
高田豊造広報委員
（博報堂）
の司会進行のもと、大学生 70 名が自身の作品
をプレゼンテーションした。

れたメッセージが印象的だった。
最優秀の「適当にしていると」は、今の学
生もラジオ CM を作るんだいう驚きとともに

発表後、慶田氏、高田氏と、制作指導を行っ

時代の気分を織り込んだセリフが新鮮だった

てきた博報堂のクリエイター長島慎氏、嵐田

し、３位の「おじさん」は裸のおじさんの絵

光氏、藤嶋童夢氏、中村彩子氏、橋本暦氏が

を前面に出したのはサプライズだった。

別室で審査を行った。また、学生の人気投票
で決定する学生賞を選出した。
審査の結果、全 70 作品の中から最優秀賞に、

協会賞は「アサシン」を選んだ。忍び寄る
のは殺人者ではなく「できない自分」を抹殺
してくれる「朝、新聞を読む」だったという

ラジオ広告「適当にしていると」亀山のぞみ

オチが良かった。ショックだったのは、新聞

さん（実践女子大学）、優秀賞に TV︲CM「囚

を擬人化するとほとんどが「おじさん」だっ

人の気づき」小池佳維さん（東京経済大学）、

たこと。まあ仕方ないか（苦笑）。

指導風景

発表風景

3

第27回
（平成29年度）
大学生広告制作講座 入賞作品
最優秀賞

ラジオ広告「適当にしていると」
亀山のぞみ（実践女子大学）

妹 「お姉ちゃん、九九教えて」
姉 「え～自分でやってぇ」
妹 「じゃあ国語教えてよぉ」

優秀賞

テレビCM「囚人の気づき」
小池佳維（東京経済大学）

とある牢獄。ここで
は毎朝、看守が囚人
たちに朝刊を配って
いる。朝刊を希望す
る囚人。

看守「朝だ ! 起きろ !
朝刊を希望する者は
申し出るように !」

囚人は好きな女優の
記事が載っていると
いう理由で新聞を受
け取る。

看守「めずらしいな」

目当ての記事を眺め
る囚人。ふと、隣の
記事に目がとまる。

囚人「やっぱりこい
つはいい女だ。……
ん ?」

牢獄の真下に地下水
路が開通したことを
知る囚人。

囚人「地下水路開通
……ちょうどここの
真下を通ってる……」

数日後、囚人は新聞
記事を地図代わりに
牢獄のトイレの水道
管に沿って、穴を掘っ
ていく。

囚人「トイレの水道
管に沿っていけば
……」

囚人は偶然目にした
記事のおかげで地下
水路にたどり着くこ
とができ、脱獄を成
功させる。

囚人「よしっ、着いた !
このまま町まで行っ
てやる ! あんな場所
からはおさらばだ !」

囚人「１部くれ」

姉 「はぁ、後でね」
妹 「お姉ちゃん、それとね」
姉 「なに !?」
妹 「アメリカの大統領がパリ協定からの離脱表明
したことについてどう思う？」

囚人「好きな女優の
記事が載ってるって
噂で聞いてな。久々
に女が見れるぜ」

姉 「え !? いやそれは～……だめかも ?」
妹 「離脱と言えばさ、EU 離脱でイングランドの
サッカーも悪い方向に傾いてるらしいね、
もったいないね」
姉 「え、う～ん……そうかもね ?……ていうか、
あんたそんなことどこで覚えたの ?」
妹 「え～、総理のご意向と同じで秘密だよ、
そんなの」
姉 「あ～なんか『総理のご意向』って聞いたこと
あるかも」
妹 「『かも』ってちょっとダサいかも」
Na 新聞で日々の情報を得よう

優秀賞
学生賞

グラフィック広告「おじさんorしんぶん」
大嶺芽伊（法政大学）

ナレーション
こ

こ

「現 在 から抜け出す、
『気づき』がある」

4

東京広告協会の活動報告

【実践広告スキルアップセミナー】多彩な講師陣を招いて2日間にわたり開催
平成 29 年度実践広告スキル
ア ッ プ セ ミ ナ ー を ７ 月 12 日、
13 日、コートヤード・マリオッ
ト銀座東武ホテルで開催した。
総合テーマを「今こそオーディ
エンス・ファーストへ―広告デ
リバリーとエンゲージメント深化を目指す―」とし、会員・一般から、２日間でのべ約 190 人が参加。
各界の第一線で活躍している講師陣の話を、来場者は熱心に聴講していた。

１日目：データ DAY
■電通総研 奥 律哉氏 「オーディエンスの多様化と業界動向」
■㈱電通 野田大樹氏 「データの整備・充実化と効果的な使用／テレビメディアにおける
デジタルとの連携強化へのソリューション」
■㈱集英社 小林 桂氏 「出版ビジネス界におけるデジタル化と今後の展望」
■資生堂ジャパン㈱ 小出 誠氏 「広告主はコミュニケーションのデジタルシフトにどう向き合うか」

奥 律哉氏

野田大樹氏

小林 桂氏

小出 誠氏

２日目：コンテンツ DAY
■㈱博報堂 DY メディアパートナーズ 嶋田三四郎氏
「刺さるコンテンツで『絆をより深め』
、エンゲージメント深化を目指す」
■㈱テレビ東京 佐久間宣行氏
「受け手と“共犯関係”を作れるコンテンツとは？ オーディエンスをわかすツボ」
■㈱エフエム東京 森田 太氏 「ラジオ番組、
そしてラジオを超えた次世代オーディエンスグリップ術」
■ニューヨーク・タイムズ・ジャパン合同会社 湯下滋央氏
「The New York Times が若者を引き付ける理由」
■ SHOWROOM ㈱ 前田裕二氏 「デジタル界における動画コンテンツの魅力と可能性」

嶋田三四郎氏

佐久間宣行氏

森田 太氏

湯下滋央氏

前田裕二氏
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新入会員社紹介

株式会社 労働新聞社
株式会社労働新聞社が発行する「週刊労働

も減少させる

新聞」は昭和 26 年の創刊以降、
一貫して法律・

ことを目的に

規則の改正をはじめとする労働行政の動き、

発行していま

労働組合の動向、人事・労務管理の先進的な

す。また、あ

手法、労働判例などをいち早く報じてきまし

わせて労働災

た。労働新聞社のミッションは「働くルール

害防止のため

に関する情報を発信し、経済社会の発展と豊

の冊子
「安全対策の決め手」
「職長安全衛生ノー

かな職業生活の実現に貢献する」
というもので、

ト」
（いずれもイラスト中心で月刊）を発行

これにより労使間の無用なトラブル、たとえ

しています。

ば「手続きを無視した解雇」等を少しでも減

情報提供の手段についても、読者専用サイ

らし、企業が安定的に運営されることを目指

トをもうけることにより、弁護士等による労

しています。

働関係セミナー動画、
弁護士劇団
「じゅりすと」

労働新聞の姉妹誌「安全スタッフ」
（月２

の寸劇、各種規定例、通達集、様式記入例な

回刊）は昭和 29 年に創刊。企業の労働災害防

ど他に類を見ないサービスを豊富に提供。こ

止活動の具体例、専門家の知見、労働災害の

うした報道ならびに読者サービスにより、企

事例・対策、安全・衛生関係の判例等を紹介し、

業の人事・労務担当者、弁護士、社労士など

不幸にして職場で労働災害に遭う人を少しで

の方々からも高い評価を得ております。

株式会社 電通ライブ
「ライブマーケティング」
におけるリーディングカンパニーを目指す
電通ライブは 2017 年１月４日から電通グ
ループにおけるイベント＆スペース領域のサー
ビスを集約・統合した
「ライブマーケティング」
の中核企業として立ち上がりました。
当社の掲げる
「ライブマーケティング」
とは、
イベント＆スペース開発を「リアルな体験価
値を創造する事業」として捉え直し、お取引

＆スペース領域における、専門人材・知見・

先企業・事業者の皆様とそのお客様との間に、

ノウハウに加えて、グループ内外の多彩な専

「真実の瞬間＝初めての驚き、出会い、感情」

門人材、先端のデジタルテクノロジーやアー

を生み出すことです。
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ト、クリエーティブ力を結集することによっ

デジタルマーケティング、マスマーケティ

て、企画、デザイン、演出・制作・運営、マ

ングをつなぎ、双方を機能させるための「で

スマーケティング、デジタルマーケティング

きごと」に着火する、マーケティングの必需

との連携まで、ワンストップでプロデュース

機能と位置付けています。

してまいります。引き続き、電通ライブは、
「最

お取引先の皆様の「ライブマーケティング」

高のライブマーケティング企業」を目指して

を成功させる最高のパートナーとなるために、

参ります。皆様のご鞭撻を賜りますようお願

電通グループがこれまで培ってきたイベント

い申し上げます。

新入会員社紹介

株式会社 奈良新聞社
株式会社奈良新聞社が発行する「奈良新聞」

展に寄与する

は昭和 21 年 10 月 26 日に前身の「大和タイム

よう注力して

ス」として奈良県の地に創刊しました。郷土

います。

の歴史と伝統を尊重しながら報道・言論の自

こ の 20 年

由と基本的人権を守り、公正な世論の啓発に

間 、I T 技 術

努めることを社是としています。昭和 50 年６

の発展により

月１日に題字と社名に県名を冠した
「奈良新聞」

新聞業界を取り巻く環境は大きく変化してい

へと変更しました。これまで地域に根ざした

ます。すでに速報性は他のメディアにその地

視点で県紙として紙齢を重ね、昨年（平成 28

位を奪われていますが、新聞の特性である正

年）には創刊 70 周年を迎えました。

確な情報と詳報性、
一覧性は多様化するメディ

本紙は日刊紙として県内全域に朝刊を発行。
県政や各市町村政、地場産業や地元経済、豊

アのなかにおいて他の追随を許すものではあ
りません。

かな歴史文化など「地域密着」を基本姿勢と

今後も「日本の始まり」の地である奈良の

して日々、
報道活動にまい進しています。また、

伝統と文化を誇りに感じながら「県民の新聞」

広告を扱う企画部や主催事業を運営する文化

としての歩みを進めていきます。

事業部、生活情報紙「ならリビング」編集室
など奈良県の情報発信機能を発揮し郷土の発

皆様のご鞭撻を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

株式会社 フェローズ
設立15年、
日本全国10拠点、
「クリエイターのマネジメント」
を通じて
日本のクリエイティブ産業に貢献する
株式会社フェローズは
“クリエイターズパー

新情報を発信しています。

トナー”という事業コンセプトの元、クリエ

代表の野儀は、大学卒

イターを求める企業と、仕事を求めるクリエ

業後㈱リクルートに入社、

イターのマッチングビジネス（派遣・紹介・

求人広告営業を通じ企業

委託請負）を展開しているクリエイター専門

にとっての人材の重要性

の人材マネジメント会社です。

を 実 感。 そ の 後 の ベ ン

弊社では、クライアントへの営業活動とク

チャー企業では映像業界で初めての登録制の

リエイターへの仕事紹介を一人のエージェン

派遣事業を広める経験をし、
「クリエイティブ」

トが対応しており、
映像、
WEB、
グラフィック、

と「人」に関わる仕事が自分の天職だと確信。

ゲーム・アニメ・空間など様々な業界で活躍

そして
「クリエイターの気持ちに寄り添いたい。

する 24,000 名のクリエイターの希望と 3,000

クリエイティブ企業の期待に応えたい。日本

社以上のクライアントニーズの中から双方に

のクリエイティブ産業の発展に貢献していき

とって最適な場所を紹介しています。

たい」という熱い想いを胸に 2003 年４月、弊

またマネジメントの一環として、クリエイ

社を設立しました。

ターのスキルアップをサポートする専門性の

クリエイターと企業、双方にとって最適な

高いセミナーを全国で開催。さらに運営する

選択を提案して参ります。皆様からのご指導

Web マガジンでは、クリエイティブ業界の最

を賜りますようお願い申し上げます。
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東京広告協会のイベント案内

東京広告協会

【第２回 特別講演会】ドラマ「逃げ恥」プロデューサー 那須田淳氏 招いて開催 10 月 30 日㈪
平成 29 年度第２回特別講演会を、ドラマ『逃げ
恥』大ヒットの仕掛け人である、㈱ TBS テレビプ
ロデューサーの那須田淳氏を招いて開催します。
生活者向けのコンテンツと言えば、やはりテレ
ビドラマである一方で、スマホ等のデバイスの普
及により、視聴形態は多様化しつつあります。そ
の中で、ヒットを飛ばし続ける那須田氏に、
「視聴
者の心をつかむドラマ作りの秘訣」
「今後のメディ
ア環境変化に向けた私見」等、
多くのコミュニケー
ションに通じるポイントをお聞きします。会員様

は参加費無料です。ふるってご参加ください !
演 題 「
『逃げ恥』ヒットの仕掛けを聞く〜楽しみ方は
視聴者に見つけてもらう〜」
（インタビュー形式）
講 師 那須田淳氏（㈱ TBSテレビ プロデューサー）
日 時 平成 29 年 10 月30日㈪
15：00 〜16：30（14：30 開場）
会 場 日比谷コンベンションホール（大ホール）
参加費 会員無料、会員社非会員2,000 円、
一般 3,000 円、学生 1,000 円
締 切 10 月27日㈮ ※定員になり次第締切

11 月 20 日㈪

【秋のアドフォーラム】“デジタルシフト”をテーマに開催
平成 29 年度
「秋のアドフォーラム」
を開催します。
幅広い業種から、マーケティングの最前線で活躍
されている広告主 3 名をお招きし、平成 28 年に開
催し好評を博した「デジタルシフト」のテーマを
さらに内容を深めてお送りします。
第一部では、自社のデジタル施策を含めた統合
型マーケティング戦略を具体例を交えて紹介して
いただきます。第二部のパネルディスカッション
では、それぞれが抱える課題や取り組みについて、
トークセッションを展開していただきます。この
貴重な機会をお見逃しなく ! 皆様多数のご参加
をお待ちしております。
テーマ 「デジタルシフト、融合から統合へ」
テーマ
（仮）

東京広告協会

新副理事長に石井直氏

新専務理事に長㟢之保氏が就任

９月21日に電通銀座ビル 8 階会議室で開いた定
例理事会にて、髙嶋達佳副理事長の退任に伴い新
副理事長に石井直氏を、内田公至専務理事の退任
に伴い新専務理事に長﨑之保氏を選任した。

９月度
9 月07日（木）
9 月08日（金）
9 月12日（火）
9 月19日（火）
9 月21日（木）

理事会・委員会等開催報告
法務政策委員会
広報委員会
業務委員会
総務委員会
臨時総会、定例理事会

パネリスト
（順不同）
【和田龍夫氏】サントリーコミュニケーションズ㈱
執行役員 宣伝・デザイン副本部長兼宣伝部長
【岡山晃久氏】パナソニック㈱コンシューマーマーケティング
ジャパン本部 スモールアプライアンス商品部部長
【深澤勝義氏】日清食品㈱取締役 マーケティング部長
モデレーター
【田中 洋氏】中央大学ビジネススクール 教授
日 時 平成 29 年 11 月 20 日㈪ 13：00 〜 16：30（12：30 開場）
会 場 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル２階「桜」
定 員 180 名
参加費 会員社 6,000 円、一般 8,000 円、学生 1,000 円
締 切 11 月 17 日㈮ ※定員になり次第締切

ゆきやす

【長㟢之保 新専務理事略歴】
昭和 55 年 4 月 ㈱電通入社
平成 25 年 4 月 北京電通広告有限公司 総経理
平成 28 年 4 月 IAA日本国際広告協会 専務理事
平成 29 年 5 月 （公社）全日本広告連盟 筆頭執行理事（現職）

11 月度

理事会・委員会スケジュール

11月22日（水） 法政委員会
11月24日（金） 広報委員会
11月29日（水） 業務委員会
12 月04日（月） 総務委員会
12 月06日（水）「東京広告協会 白川 忍賞」選考委員会
定例理事会

新理事（敬称略）
９月21日開催の臨時総会において、理事１名の選任が異議なく承認されました。
石井 直 ㈱電通 会長（顧問）
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