ロゴマークについてのガイドブック

平和の象徴である‘鳩’で‘地球’を表現し、私たち、一人ひとりが鳩となって世界中に
平和を広げていこうという思いが込められています。
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■ 経緯 ■
UNESCO（国際連合教育科学文化機関）は教育・科学・文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類の福祉の
促進を目的とした国連の専門機関です。
「国連の良心」とも呼ばれる UNESCO は、これまで数多くの重要な実績
をあげてきました。その結果、UNESCO という名称とロゴマークには世界の国家や人びとから高い信頼が寄せら
れています。
民間ユネスコ運動を行う際にも、｢ユネスコ｣という名称やロゴマークは UNESCO の許可なく使用できません。
日本ユネスコ協会連盟は、日本国内で民間のユネスコ活動を行う際の｢UNESCO｣・
「ユネスコ」の名称やロゴマー
クの使用を日本ユネスコ国内委員会から一括して許可されている唯一の組織です。従って、新しくユネスコ協
会やクラブを設立する際には、必ず日本ユネスコ協会連盟に加盟しなければなりません。
日本ユネスコ協会連盟では 1957 年、エバンス UNESCO 事務局長の時代に正式な許可を得て以来、UNESCO のロ
ゴマーク（パルテノン）を使用してきました。しかし、近年 UNESCO ではロゴマークの使用について論議が起こ
り、現在は限られた条件を満たすものについてのみ新しいガイドラインにそって使用するようにと各国に伝え
てきています。
2007 年、民間ユネスコ運動発祥 60 周年という節目の年にあたり、草の根レベルでユネスコ活動を行う私た
ち日本ユネスコ協会連盟独自のロゴマーク（全国のユネスコ協会・クラブの共通ロゴ：平和を象徴する鳩がモ
チーフ）ができました。
ロゴマークの使用方法については、
「ＶＩ【ビジュアルアイデンティティ：図案】マニュアル」に詳述されて
いますが、本冊は、地域のユネスコ協会やユネスコクラブが、ロゴマークを使う時に参考にしていただくため
のＱ＆Ａ方式のガイドブックです。

■Ｑ１■ パルテノン UNESCO ロゴマークの使用は可能ですか？
公益活動には、
パルテノン UNESCO ロゴマークと日本ユネスコ協会連盟ロゴマークを隣り合わせて併記できま
す。名刺や封筒、レターヘッドなども含まれます。ただし、国連機関のパルテノン UNESCO ロゴマークを単独
で使用することはできません。
営利を目的としない公益活動を行うものでは、
パルテノン UNESCO ロゴマークと日本ユネスコ協会連盟ロゴマ
ークを隣り合わせで併用することが可能です。
（ＶＩマニュアル ｐ１０～１１を参照）
例）

ロゴマークの具体的な使い方事例として、以下の表に簡単にまとめましたので、参考にしてください。
なお、パルテノンの UNESCO ロゴマークの利用規定について詳しくは UNESCO ホームページ（英文）をご確認
ください。
http://www.unesco.org/new/en/name-and-logo
ご不明な点がありましたらお気軽に事務局にお問い合わせください。
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例

または

公益活動
収益活動

×

○

○

×

×

事務局に事前にご相談ください。

■Ｑ２■ ロゴマークのデータはもらえますか？またユネスコ協会・クラブの名前の入れ方はどうなります
か？
ＶＩマニュアルに記述されているとおり、ロゴマークの具体的な使用方法や色味、書体、サイズなどにはき
まりがあります。ご希望のユネスコ協会・クラブには必要なロゴマークのデータ（ai,jpg,PDF ファイル）をお
送りすることが可能です。詳しくは事務局にお問い合わせください。
ユネスコ協会・クラブの印刷物などでロゴマークを使う場合は、お送りしたロゴデータに各自協会・クラブ
名を入れてご使用ください。
（ＶＩマニュアル ｐ１０～ｐ１１を参照）

■Ｑ３■ 名刺のデザインはどうすれば良いですか？
日ユ協連の名刺は以下のようなデザインです。
（ＶＩマニュアルｐ１０～ｐ１１を参照）
和文の例

英文の例

Taro UNESCO

ユネスコ 太郎

日本ユネスコ協会連盟のロゴマークのみの使用も可能です。
詳しくはＶＩマニュアルのｐ５をご参照ください。

■Ｑ４■ ＷＥＢサイトのロゴまわりも変えないといけませんか？
紙による媒体よりも、より多くの方々が目にするのがＷＥＢサイトです。できる限り早い段階で必ず修正し
ていただくよう、お願いします。
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■Ｑ５■ ロゴマークを収益活動に使用しても良いのですか？
パルテノンマーク（ユネスコ協会・クラブロゴとの併用を含む）は、収益活動等での使用は認められていま
せん。ただし、一定の手続きをクリアした場合、鳩のロゴマーク単体での使用においてのみ、一部使用可能な
ケースがあります。事前に事務局にご相談ください。
① ユネスコ協会・クラブが主体である収益活動
ユネスコ協会・クラブが独自にノートやＴシャツなどを作り販売する場合。売り上げの使途（ユ協の活動費
になるのか、売り上げが寄付金となるのか。売り上げの一部の場合は何％なのかなど）について、明確にし、
外部からの質問にも答えられるようにしておかなければなりません。例えば日本ユネスコ協会連盟が販売する
グッズ（Ｑ11）に関しては税理士・会計士と相談して、利益が出た場合には、税金をすべて納める形をとって
います。
② ユネスコ協会・クラブが企業とタイアップして行う収益活動
顧問弁護士に相談して、契約書や覚書を作成する必要がありますので、必ず事前に事務局にご相談ください。

■Ｑ６■ 募金活動にはどのように使用したら良いのですか？
日本ユネスコ協会連盟ではロゴマークが入った募金箱（アクリル製）を貸し出しておりますので、お問い合
わせのうえご活用ください。なお、紙製の募金箱については、用途に応じて無償提供させていただいています。

■Ｑ７■ 旗はどうすれば良いですか？
入会時、すべての構成団体会員にロゴマーク入りの旗（1.35ｍ×0.9ｍ）を贈呈させていただいています。大
切に使っていきましょう。
なお、旗には以下のサイズもあります。別途ご入用の場合は㈱イー・エス・シーに直接ご注文ください。
旗 （ロゴマークと協会名入り）
① 特大 （2.1ｍ×1.4）
33,000 円
② 大 （1.8ｍ×1.2）
25,000 円
③ 中 （1.35ｍ×0.9）
15,400 円
④ 小 （1.5ｍ×0.7）
12,800 円
⑤ 旅行旗（0.9ｍ×0.6）
12,000 円
（すべて税別）
※価格は予告なく変動する場合がございます。事前にお問い合わせください。
委託販売取扱業者：

株式会社
〒333-0854

ｲｰ・ｴｽ・ｼｰ
埼玉県川口市芝富士 1-12-24-201
TEL:090-3505-1402
FAX: 048-261-4678

■Ｑ８■ ロゴマークのデザインのみを使っても良いのですか？それとも、必ずデザインの下に団体名が入っ
ていないといけないのでしょうか？
原則として、主体を明確にするためにはユネスコ協会・クラブ名を入れていただくことが望ましいと考えま
すが、もし迷われた場合にはお気軽に事務局にお尋ねください。
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■Ｑ９■ ロゴマークの団体名の書体も変えなければいけないのですか？
各ユネスコ協会・クラブでは、これまで明朝体、ゴシック体などさまざまな書体を団体名に使用されてきた
と思いますが、今後は原則として、団体名は以下の書体を使用してください。ただし、手作りで資料を用意さ
れる場合も多いと思いますので、下記の書体が手に入らない場合は近似書体の使用も可能です。
和文は新ゴシックＭｅｄｉｕｍ（新ゴシックＲｅｇｕｌａｒより太い書体です）
※ なお、Windows 環境などで、指定書体が使用できない場合に限り近似書体のＭＳゴシックを使用
してください。
（詳細はＶＩマニュアル ｐ８を参照）
英文はＶＩマニュアルのｐ９を参考にしてください。
※ なお、
Windows環境などで、
指定書体が使用できない場合に限り近似書体のArial Rounded MT Bold
を使用してください。
（詳細はＶＩマニュアル ｐ９を参照）
団体名や住所、電話番号等には新ゴシックＲｅｇｕｌａｒを使用するようにしてください。

■Ｑ10■ 色味、背景、サイズなどの規定はありますか。
あります。ＶＩマニュアルのｐ１３をご参照ください。

■Ｑ11■ グッズにはどのようなものがありますか？
常時、以下のグッズを委託販売していますので、イーエスシー（ｐ４を参照）までお問い合わせください。

商品名

単価

① 会員バッジ

500 円

② エコバッグ

500 円

③ Ｔシャツ（白）

2,000 円

④ Ｔシャツ（紺）

2,000 円

⑤ 缶バッジ

100 円
※ T シャツは S、M、L 価格は同額、税別です。

※ 価格は予告なく変動する場合がございます。事前にお問い合わせください。

ロゴマークは、ガイドブックの使い方やルールに従って使用してください。
ご不明な点は日本ユネスコ協会連盟・事務局にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：
（公社）日本ユネスコ協会連盟 広報担当
TEL：03-5424-1121 ／ FAX：03-5424-1126
E-mail: nfuaj_web@unesco.or.jp
※ 件名に必ず、
「ロゴに関する問い合わせ」と明記してください。
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イーエスシー 販売グッズ【イメージ】一覧

① 会員バッジ サイズ：直径 16ｍｍ
※ 銀色の縁取りに 3 色のロゴマーク入り
※

②エコバッグ 材質：コットン 100％
サイズ：36ｃｍ×38ｃｍ×11ｃｍ
※生成色生地に青1 色のロゴマーク入り

③ Ｔシャツ（白） サイズ：S、M、L
※白地に 3 色のロゴマーク入り

④ Ｔシャツ（紺） サイズ：S、M、L
※紺地に白1色のロゴマーク入り

サイズ表記

Ｓ

Ｍ

Ｌ

身長目安

155～165cm

160～170cm

165～175cm

A：身丈

66

72

75

B：身幅

50

53

56

委託販売取扱業者：株式会社

ｲｰ・ｴｽ・ｼｰ

TEL:090-3505-1402
（Ｑ７に連絡先等詳細明記しています）
6

