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新型「プリウス」の燃費
40km/l、TNGAハイブリッドだ
けでは届かない  MONOist  3月
30日(月)6時25分

「開発の事実なし」純国産ステル

ス機　別にある日本の狙い  乗り
ものニュース  3月29日(日)16時18分

【コラム】本当に副操縦士が150人殺したの
か－バーシドスキー  Bloomberg  3月30日
(月)6時31分

韓国の造船会社・・・「技術」は
世界一だが、「アフター・マーケ
ット」に弱み＝韓国華字メディア

サーチナ  3月30日(月)6時7分

韓国の鉄鋼業界がピンチ！・・・
中国の「格安・爆売り」に苦悩＝

韓国メディア  サーチナ  3月29日
(日)6時7分

Yahoo!天気　花粉情報

今年はいつまで？　今日と明日、一週間のスギ花
粉飛散予測

PR

あわせて読みたい

日本人観光客は喜んでくれたの

に・・韓国人ガイドが感じた恥ずか
しさ、「韓国語のひとり言だった

フンドーキン醤油「FUN」CMを
担当したディレクターの今井美緒
さん＝3月27日、福岡市のBBD
O　J　WEST本社

ローカルの「失敗CM」がアジアで快挙
qBiz 西日本新聞経済電子版 3月30日(月)11時30分配信

昨年8月に「これが九州の広告だ」シリーズで紹介したCM

を、再び紹介したい。3月21日まで開かれた世界的な広告祭

「ADFEST（アドフェスト、アジア太平洋広告祭）」で、映

像部門（食品・調味料）の準グランプリに当たる銀賞を受賞

したのが理由のひとつだ。

▼CM動画はこちら

　受賞したCMは、おなじみフンドーキン醤油（大分県臼杵

市）の「FUN」60秒編。広告代理店「BBDO　J　WEST」

（福岡市）のディレクター、今井美緒さん（34）が企画・制

作した。同部門で福岡の女性クリエーターが受賞するのは初めてのことらしい。

　CMの内容は記事で紹介したように、若者や子どもが料理に挑んでは次々に「失敗」する様

子を記録した。演出されたものではないリアルな失敗は、料理の「おいしさ」ではなく、「楽

しさ」を伝えてくれる。

タイの広告祭会場で受賞の瞬間に立ち会った今井さんは「賞が取れると思っていなかったの

で、もうフワッフワしちゃって…」。アジア太平洋地区最大の広告祭で、世界的にも権威ある

賞。同じ部門では、人気俳優を起用した凝った映像で人気を呼んだ日本の「ペプシネックス」

CMが銅賞を受賞した。一見すると手が込んだ映像に見えない、おそらく低予算のローカル

CM「FUN」が、メジャーな作品以上の評価を得たのだから、驚くのも無理はないかもしれな

い。

　だが、審査員からはこう言われたという。「THIS　IS　NEW　IDEA！」

再びこのCMを記事に取り上げる二つ目の理由は、この手作り感あふれるCMを作ったクリエ

ーターに聞きたいことがあったからだ。

　―リアルな映像を一般の人も発信するようになったために、広告がますます効きにくくなっ

ていると言われていますが。

　「一般の方も『いいもの』を作れるようになって、プロの広告がびっくりされにくい状況だ

とは思います。だから、今まで以上にコミュニケーションのためのアイデアとかに時間、予

算、手間をかけないといけないんじゃないかって」（今井さん）

　それこそ、「FUN」の手法だ。例えば、ターゲットを「料理をする人たち」ではなく「料理

から遠い人たち」とした点。定番の商品そのものや愛情あふれる食卓の風景ではなく、失敗を

描くことで「面倒くさいけどやってみたら意外に楽しい」（今井さん）ことを、料理をしない

（したがらない）人たちに伝えようとした。

　「醤油は昔から決めている人が多く、（商品を伝えても）簡単に変えにくいと思うんです」

　「おいしさとか愛情とかを描くと、『料理は大変』ということが先に来てしまう。私がそう

ですから（笑）」

ツイート 94 50シェア
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オーダースーツを作るならココ！
｜春夏物入荷・豊富な品揃え
35000円～福岡、小倉、熊本、各
店舗、便利な立地
tangoya.jp
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エクセルで営業日報はもう限界！｜ツールを活用して営業進捗や商談内容を簡単に管理できる環
境を構築しませんか？

jp.sansan.com

福岡でお勧めの食べ放題店舗｜焼肉・パスタ・スイーツなど、食べ放題やバイキングの店舗情報
が満載／ヒトサラ

hitosara.com
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!ニュース関連記事

盛岡の「泣ける」CMにアジア最大級の広告賞－異例の受賞に「岩手すげえべ」　／岩手   みん

なの経済新聞ネットワーク  27日(金)15時33分

アジア太平洋広告祭で、IMJのVR活用したプロモーション「PANICOUPON」が銀賞を受賞

MarkeZine  24日(火)9時0分

オーダースーツを作るならココ！｜春夏物入荷・豊富な品揃え35000円～福岡、小倉、熊本、各
店舗、便利な立地

tangoya.jp

え、英語ってタダで上達するの？｜1日3分読むだけで英語がペラペラに！13万人以上が愛読中の
大人気メルマガ。

native‒phrase.com

クレジットカードがすぐ必要な方｜最短即日で作れるカード。年会費０円でクレジットカードよ
り低金利のカード／提携

www.speed‒cashing‒navi.com

お酒が翌朝に残る人、始めてます｜お酒好きの方に実感できると好評です！まずは、無料サンプ
ルで実感してみては？

www.sizenshokken.co.jp

クレジットカード審査で悩むなら｜クレジットカードより審査が通りやすい！その日に使える銀
行系カードローン／提携

loan‒lab.jp
Ads by Yahoo! JAPAN
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今井美緒 いいもの 俳優 今井 日本 予算 面白 CM
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が、私にははっきりと…」―韓国ネット FOCUS‒
ASIA.COM 3月30日(月)3時10分

機長「ドアを開けろ」と絶叫、おのでたたく音
も 読売新聞 3月30日(月)10時31分

タイヤ痕から判明　ひき逃げ容疑で少年逮捕　福
井 産経新聞 3月30日(月)10時46分

2歳男児、ひき逃げで死亡＝母親と帰宅途中―広
島 時事通信 3月30日(月)9時20分

「報ステ」 古舘と古賀が生放送中に
「仲間割れ」　楽屋でのやり取り全
部録音、それを巡ってバトルも J‒
CASTニュース 3月28日(土)16時13分

大塚家具、優勢だった父・会長は
なぜ大敗したのか？具体論なき感
情的発言連発の代償 Business

Journal  3月29日(日)16時0分

公開！　これが「賞与が多い」ト
ップ500社だ 東洋経済オンライン
3月30日(月)5時50分

左遷!　さらば、NHK『ニュースウオッチ9』
大越キャスター　エースはなぜ飛ばされたの

か（その１） 現代ビジネス  3月30日(月)6時2
分

この国はきっと滅びる!就活のバカ
たち 学生もバカなら、面接官も大

バカ 現代ビジネス  3月25日(水)12
時11分

7月開業のハウステンボス「変な
ホテル」　世界展開も視野に

NEWS ポストセブン  3月29日
(日)16時6分

NY株小反発、ハイテク株の上昇で(27
日)  ロイター  28日(土)6時30分

NY株小幅続落、不安定な動き(26日)
ロイター  27日(金)6時4分

NY株大幅続落、ハイテク株など売られ

ナスダックの下げきつく(25日)  ロイタ
ー  26日(木)6時4分

NY株続落、ドル高や企業業績への影響

を注視(24日)  ロイター  25日(水)6時
23分

NY株小反落、ドル相場の変動やその影

響を意識(23日)  ロイター  24日(火)6時
27分

PR

最終更新:3月30日(月)11時33分

　技術面でも工夫を施した。表情のアップをきちんと撮影しようとすると、とたんに面白さが

消えることに気付き、一般人の出演者に携帯でも撮影してもらった。素人だから「引き」の映

像が多い。だが、一気にリアルさが増した。こうした細かな点は、一般の人は気付かない。審

査員が絶賛した「NEW IDEA！」こそが、プロのクリエーターが時間を削りまくって作る

「広告」だ。

　「（一般の人も）みんな、いい映像を作れるという前提で、でもその上でさらにプロフェッ

ショナリズムを発揮できたらいいなと思います」

　フンドーキン醤油の担当者は、今回の受賞について「代理店と苦労して作ったし、海外でも

このコンセプトが評価されたのでうれしいです。今後もいいCMを作っていきたい」と話して

いた。

西日本新聞社

【関連記事】

広告界の重鎮が脱帽した「失敗ドキュメント」　フンドーキン醤油（大分県）

「裏」にあり。商品名よりPRしたいこと　シャボン玉石けん（北九州市）

原発事故避難、バス会社の協定まだ　公共性と乗務の安全、両立は

九州の「冬の電力」どうだったか　節電要請、3月末で終了

コカウエスト買いたたき、「中小代表」として襟正せ　福商会頭が陳謝

ツイート 94 50シェア

雑誌アクセスランキング （経済）

新着動画ニュース（経済）
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コメントを追加...

次のログインでコメント…

中熊 一徳 · 山梨英和大学
このCMはほんとに佳かった。
こんな簡単なこともできないの？と思われる方も多いかと思うけど、自分も含めて料理から遠
い人を、少しでも料理に、そしてその結果醤油に近づけようとする佳作だと思う。

返信 · いいね！ · 26分前
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