
1888 1896 1895 1886 1893 1887 1885 1879 1880 1889 1881 1883 1884 1894
兵庫県瓦工事業 金沢産材 TAF2009 県りん対協 名古屋開府４００年信濃毎日新聞社 鳴子こけし う゛ぁんて・あん 小金井市 川西市 三鷹市 丹波竜 九重“夢”ﾊﾞｰｶﾞｰ 磯子まつり

キャラクター マスコットキャラクター 公式キャラクター ひょう太君 マスコットキャラクター なーのちゃん イメージキャラクター キャラクター こきんちゃん キャラクター ポ キ ちーたん イメージキャラクター マスコットキャラクター

1853 1916 2025 1900 1901 1902 867 1757 1907 1906 1911 1913 1918 1920
木曽町木曽地域 井原鉄道 井原鉄道 いばらきさとやま生活環境創造条例 ぷらっと栄 緑化おかやまフェア でんくう 能勢町 あ♪歩こう運動 あきたこまち まちづくり湖北 中野区食育 東陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

福ちゃん いっちゃん はっちゃん ロゴマーク マスコットキャラクター くーみん シンボルマーク マスコットキャラクター 優秀作品 シンボルマーク イラスト 茶々姫 うさごはん イメージキャラクター

1857 1842 1861 1850 1851 1849 422 1539 1785 2215 1847 1848 1855 1876
福津ブランド 薬害ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｽﾝ 魚菜市場 ノトロの森 愛・地球博 かながわ2010敦賀商工会議所狩野川コリドー刈谷市観光協会北上市地域貢献活動 都営バス アクアスロン 新潟市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ﾄﾞﾘｰﾑｺﾝﾀｸﾄ

シンボルキャラクター カナリアン 招き海猫 ノトロ もりぞう・きっころ カモメン シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク 認証マーク みんくる アクア マスコット キャラクター

1877 1878 1872 1869 1862 1871 1863 1870 1864 1873 1867 1866 1854 1875
脱！メタボ 健康生活推進協会 東京消防庁 井伊直弼と開国１５０ 姫路おでん 佐賀県警察 花巻青年会議所神奈川県警察長洲にこにこｸﾗﾌ 親愛の里 警視庁 川崎市交通局 日本語検定 すぎなみ

シンボルマーク シンボルマーク キュータ キャラクター キャラクター ごろうくん フラワーロールちゃん ピーガルくん ロゴマーク 親愛ちゃん ピーポくん かわさきノルフィン にほごん なみすけ

1822 1825 965 1797 2102 1805 1759 1803 1824
三ツ境南口商店街少年少女交歓交流 ラジオモール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ東伏見商栄会 いちはら梨 近江富士花緑公園 気象庁 サルビア

ミックル シンボルマーク シンボルマーク マスコット シンボルマーク ロゴマーク はぱぱ はれるん ベイベイ ジンジン フアンフアン インイン ニーニー キャラクター

1898 1856 1841 1827 1831 1828 1833 1834 1835 1837 1838 1839
秋田地球温暖化防止福津ブランド鹿児島美しいまち 姫路おでん SON・富山 長野地検 ねんりんピック鹿児島富山安全なまちづくり 兵庫県警察 日本下水道協会 佐賀新聞 西条柿

あすぴー ロゴデザイン キャラクター キャラクター シンボルマーク キャラクター マスコット セーフティーくん こうへいくん スイスイ ぺーぱくん 西条カッキー

キャラクター系ページ

北京オリンピック

宮城県ご当地キャラクター

1802

めおとずんだ

1840
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1565 1566 2227 1573 1667 1925 1550 1713 1732 2333 1899 1974 1752 1483
山口福祉文化大学つがる市農産物 北九州市 地域力再生活動 ＪＡしおのや もったいない運動愛の田園ネット Honda Cars 美浦村社会福祉胎内市社会福祉全国ろうあ者体育大会美濃加茂市社会福祉志のあふれるまちづくり ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ市民活動

キャラクター 優秀賞 スマッキー ロゴマーク シンボルマーク ロゴマーク イメージキャラクター キャラクター みほちゃん マスコットキャラクター キャラクター シンボルマーク シンボルマーク キャラクター

1975 1796 2358 1798 1793 1784 1778 1789 1391 1473 1810 1800
もっとエコなとかちづくりエコファーマー吉川松伏消防組合 あとみん 山形市商店街連合会西武学園専門学校 裁判員制度 健康福祉祭いしかわ豊の魚一村一魚上杉雪灯篭まつりきょうと食育ﾈｯﾄﾜｰｸ 旧横田町

マスコットキャラクター シンボルマーク シンボルマーク マスコットキャラクター ステッカーデザイン キャラクター マスコットキャラクター マスコットキャラクター シンボルマーク イメージキャラクター マスコットキャラクター キャラクター

1284 1773 1734 2346 1996 2021 2047 2020 1440 2042 1439 2043 2140 1423
湯川村 つづき交流ｽﾃｰｼｮﾝ青梅市ふくし 氷川町 鉾田市 土屋電気工事設備 赤穂署 坂出市人権啓発ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ国民春闘会議 てんこもり 株式会社トーア 大井町社協 ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ

優  秀  賞 イメージキャラクター キャラクター キャラクター ほこまる ロゴマーク キー坊 愛  坊 イメージキャラクター イメージキャラクター マスコットキャラクター イメージキャラクター マスコットキャラクター イメージキャラクター

907 908 1607 1492 882 1336 1568 2063 1495 1494 1577 2092 1935 880
益子町 岩見沢青年会 赤磐ブランド い一よネット あいライン１１中野区社会福祉一宮市子ども読書香川県人権啓発ひまわりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾛﾎﾞｶｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ高浜エコハウス みやざき茶 ＣＡＳＢＥＥ北九州行橋市消防本部

マシコット シンボルマーク イメージキャラクター シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク マスコットキャラクター シンボルマーク シンボルマーク マスコットキャラクター ロゴマーク マスコットキャラクター シンボルマーク

1648 1687 881 1722 1735 1764 2276 2277 2278 1909 1703 1728 865 866
日の出町社協 石巻市 グリーン雇用社会福祉法人八起会交通エコモ財団 日本むし歯予防京都府旅館組合福岡商工会議所大垣市ボラセン自衛隊大阪地方第６回海ﾌｪｽﾀ かほく四季まつり 桜川市 日立市

イメージキャラクター イメージキャラクター 優  秀  賞 優秀賞 シンボルマーク ﾌﾛﾘﾃﾞｰｼｮﾝｷｬﾗｸﾀｰ とま郎くん よかぞう マスコットキャラクター マスコットキャラクター シンボルマーク イメージキャラクター 市 章 イメージマーク

1959 2072 1526 869 870 2073 1582 871 872 1625 879 873 1725 1723
山梨県ﾘｻｲｸﾙ認定宮城県ｸﾞﾘｰﾝ製品茨城県ﾘｻｲｸﾙ製品大分県廃棄物信州リサイクル滋賀県リサイクル酒田希望音楽祭 パトリア日田 兵庫県米ＰＲ 水防月間制定 小田原社協 鬼北町 ＪＡはだの 博多まちづくり推進

表示マーク シンボルマーク 認定マーク シンボルマーク 優  秀  賞 シンボルマーク ロゴマーク イメージキャラクター シンボルマーク 審査員特別賞 イメージキャラクター イメージキャラクター ロゴマーク ロゴマーク

895 893 920 1511 887 2175 1618 889 890 891 892 2085 888 904
全国植樹祭 ひがし大雪地域黄金崎ｸﾘｽﾀﾙﾊﾟｰｸいきいきﾌｧｰﾏｰ 日野川の源流 買うなら岩手のもの大玉村観光協会東京都健康づくり ﾏｲ・ｽﾎﾟｰﾂひがしね健康ながの21 かめおか地域 香取市商工会 新潟市 園芸作物 長田たなばた

シンボルマーク シンボルマーク クリパくん ロゴマーク イメージキャラクター 優秀作品 優秀賞 シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク 優  秀  賞 ロゴマーク シンボルマーク シンボルマーク

古代出雲歴史博物館

1801

マスコットキャラクター
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883 884 885 886 1575 1599 1438 1601 899 901 900 1774 1783 902
ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙけんこう多摩手箱とれたてふくいの日 伊勢 高浜エコハウス小笠原諸島40周年 てんこもり 中井誕生百周年 大阪府献血 和白東校区suzuka.cool.ne.jp/z2000z/sc/charac/charac.htmつづき交流ｽﾃｰｼｮﾝ西武学園専門学校けいはんな博

マスコット シンボルマーク ロゴマーク イラスト 佳  作 シンボルマーク マスコットキャラクター シンボルマーク 入賞 キャラクター キャラクター 候 補 候 補 キャラクター

1272 896 897 894 1576 1472 1600 2031 903 905 1602 1747 898 1977
もてなしの心島根県エコロジー 国土交通省 ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ高浜エコハウス東麻布商店会いしかわ子育て支援熊本県ごみゼロ ｴｺｰ少年ﾗｸﾞﾋﾞ- 健康くさつ２１ふくしま食と農の絆山添分校60周年 国土交通省 長崎県の税金

シンボルマーク シンボルマーク マシコット マスコットキャラクター 佳  作 優秀賞 シンボルマーク ゼロッピー エコーサブマーク ロゴマーク ロゴマーク シンボルマーク 事務所長特別賞 優秀賞

910 911 1499 1503 912 914 915 916 860 1497 917 918 2224 2226
さかどよさこい 姫路菓子博 東麻布商店会大津市市民活動ひょうご防犯まちづくり調布市民健康づくり 釜石市 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ可児市社会福祉おおのじょうﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ安土町制50周年大阪府営水道豊中市上下水道局 天橋立

イメージキャラクター ひめか キャラクター おっぴぃ～ シンボルキャラクター シンボルマーク イメージキャラクター イメージキャラクター イメージキャラクター イメージキャラクター シンボルキャラクター ロゴマーク イメージキャラクター あまぼっくり

1843 2283 2284 2275 2366 2341 2281 2282 2273 2286 2261 2202
里庄町 くしろの地場産品落合第一地区協議会 夕張市 やまぐち障害者雇用いっしょにやりまひょ！大阪 ＦＣ2 秋田市制120周年夙川学院短期大学尾曲がり３兄弟 泉区災害ボラ連恵那市笠置町

里ちゃん ロゴマーク シンボルマーク 夕張夫妻 シンボルマーク シンボルマーク キャラクター テッテ シュクピー キャラクターデザイン まもる君 シグナール シンボルマーク ゆずもちゃん

1958 1948 1795 878 1502 1923 1451 1965 1482 1289 2249 798 1926 1287
鳥取県男女共同参画鳥取市男女共同参画みやぎっこ子育応援新潟ふれ愛ﾌﾟﾗｻﾞ あおもり子育て応援奈良県安全・安心東京都子ども読書山口子育て文化創造 チェリア 子育て女性の再就職支援動物のいたみ研究会武蔵野東学園 ふるさと苑 仙台ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞ産業

ロゴマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク ロゴマーク ロゴマーク シンボルマーク

1746 2118 874 875 876 1744 1792 1809 2035 2034 1806
彦根城築城400年祭 大阪ダウン症 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ神戸 ｺﾍﾞﾙｺｼｽﾃﾑ 長和町

キャラクター 唐ワンくん 舞ヅルくん シンボルマーク マスコットキャラクター マスコットキャラクター マスコットキャラクター せんとくん まんとくん なーむくん キャラクター イメージキャラクター なっちゃん

2108 1610 1979 1970 2030 2038 1986 1941 2367 1984 1951 2009
SATO ｼｰﾙ･ｽﾃｯｶ 日ー本赤十字秋田支部DO YOU KYOTO？選挙管理委員会 ｴﾅｺﾛｼﾞｰﾏﾝｽ 地球の歩き方草津市地球温暖化全国高校化学ｸﾞﾗﾝﾌﾟ大阪CDMﾈｯﾄﾜｰｸ甲南町商工会 おかやま黒まめ海鮮市場海の駅黒潮

ザインコンテスト マスコットキャラクター ロゴマーク てとりん シンボルマーク キャラクター ロゴマーク シンボルマーク ロゴマーク にんじゃえもん シンボルマーク イメージキャラクター

丹波篠山黒まめ検定

1745
唐津城築城４００年 東 北 地 方 建 設 局 平城遷都1300年祭

1852

2287
信号設置７５周年

イメージキャラクター
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1945 780 828 1525 1952 868 1961 1964 1705 1930 1968 1972 1969 1978
ひめじ街路樹ｱﾀﾞﾌﾟﾄ つり舟人 彩夏祭 くまもと食育 武蔵野市民社協 太田市 淀川区 大阪市中央区 広島湾再生 高知県地場産業やまと花ごよみ2010美濃加茂市社会福祉赤穂線利用促進運動書のまち春日井

シンボルマーク マスコットキャラクター イメージキャラクター イメージキャラクター マスコットキャラクター おおたん マスコットキャラクター ゆめまるくん ロゴマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク ロゴマーク 道風くん

430 1221 1694 1924 1937 1743 1938 1927 1989 1943 1933 1944 1812 1957
山県西部消防署大垣女子短期大優駿浪漫街道里親制度普及群馬県育児いきいき 名取市 大阪狭山 ヨコハマはＧ３０信州新町のめん羊峰温泉大噴湯津山市食育推進 宍粟市 子どもすこやか宣言いしかわ障害者雇用

マスコットキャラクター みずっきー シンボルマーク ロゴマーク 認定マーク マスコットキャラクター マスコットキャラクター へら星人 ミーオ めん子ちゃん フントー君 キャラクター しーたん シンボルマーク シンボルマーク

1766 1765 1819 799 800 815 1206 1858 2267 848 2324 1816 1818 1931
遠野ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの森商工会創立50周年 直江兼続 虎杖浜温泉 神戸市消防局 いすみ市 ゆめ半島千葉国体ちば環境再生基金ちば観光文化検定 テニスの日 雄湯郷 草加市社会福祉 木祖村 エンタメいちばん

イメージキャラクター キャラクター か ね た ん イメージキャラクター マスコットキャラクター 市 章 チーバくん ちば犬 ロゴマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク イメージキャラクター ケンケン

1804 2097 2107 2310 2101 2018 2386 2090 2119 2046 1689 1981 2124 2100
日本銀行青森支店飯綱町観光協会秩父・太白ｻﾂﾏｲﾓ 箕面の柚子 愛媛県地球温暖化 愛媛県選管 道の駅にしかた吉見町商工会栃木ご当地版いちご かつらぎ町 やまぐち健康応援団千葉県選挙管理委員会九州観光ﾏｽﾀｰ Suzuka Voice

ジェニー イーナちゃん キャラクターデザイン イメージキャラクター ストッピー イメージキャラクター キララちゃん よしみん ちっち かきおうじ シンボルイメージ せんきょ君 ロゴマーク マスコットキャラクター

2064 2104 2285 2015 2065 2019 2013 1982 2096 1990 1750 2103 2106 2037
岡山市 ｢道の駅｣赤羽根 徳内ばやし 丑寅まつり 小矢部市 湯のまち別府 高萩ブランド 栃木選挙管理委員会 民民【餃子】 プレミア和歌山 三斎市 熊本ｽﾄｯﾌﾟ温暖化 日高市 古紙再生促進ｾﾝﾀｰ

イメージキャラクター キャラクターマーク キャラクター うとちゃん シンボルキャラクター マスコット イメージキャラクター パピット キャラクター シンボルマーク キャラクター シンボルマーク マスコットキャラクター カミリィー

1991 1992 1429 2048 2002 1976 2004 2005 2010 2011 2012 2319 1516 1517
武田山のお殿様横浜市立大学 綾瀬川清流 まいど１号 栗原ブランド 長崎県の税金第61回全国植樹祭香川県人権啓発いわて花巻空港石川地産地消推進 交流したい農 セーブオン EPO九州 九州マイバッグ

たけちゃま ヨッチー イメージキャラクター ワッショくん ブランドマーク なっちゃん かなりんちゃん 人権かがやきくん イメージキャラクター シンボルマーク マスコットキャラクター ワクチン王子 シンボルマーク シンボルマーク

2150 2146 2300 2148 2139 2147 923 1285 2130 2138 2137 2201 2134 2113
永平寺町住基台帳買い物安心マーク環境モデル都市富山福島県土地改良事業ＪＡレーク大津 阿蘇草原再生 ぎのちゃん 湯川村 キララ商店街下関唐戸魚市場 小浜温泉 豊かな海づくりﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ活動我孫子新文化ﾎｰﾙ

シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク タニッシー イメージキャラクター ロゴマーク イメージキャラクター 優  秀  賞 キララ シンボルマーク キャラクター ヤマリン キャラクターデザイン イメージキャラクター
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2116 2109 2033 2060 2114 2167 2365 2112 2133 1307 2111 2117
車いすＳＩＧ 城陽市 エコバッグ推進第３４回全国育樹祭 阿賀野市 愛知ごみ減量推進ＴＯＮＴＯＮのまち前橋みえの地産地消多摩市ミニバス浜松ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ

キャラクター しらさぎ エコバッくん シンボルマーク イメージキャラクター はっぴー らっぴー シンボルマーク ころとん シンボルマーク シンボルデザイン Ｔシャツデザイン

2029 2089 1617 2036 1583 1442 1441 877 1447 909 2007 913 2066 1180
くまもと温暖化対策上豊松自治振興会大玉村観光協会あいち・なごや ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ あいそら羽島花とみどりの国とかち鳥取地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 子育て応援関西 五泉市 かわなべｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 雲仙ブランド 湯 育 豊かな海づくり

シンボルマーク シンボルマーク イメージキャラクター マスコットキャラクター イメージキャラクター 優秀作品賞 ロゴマーク シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク ロゴマーク ロゴマーク ロゴマーク 特別賞

2093 2056 2069 2070 2088 2068 2075 2121 2077 2049 2083 2084 2086 2087
ＪＡなす南 オガワエコノス三重選挙管理委員島根選挙管理委員 東京消防庁 横浜ﾕｰﾗｼｱ文化館三番瀬の再生・保全敬和学園大学 NAIAS 2009 FJSHOP 豊田市消防団 カヤノキ建設 京都府警察 佐賀県警察

なすみん マスコットキャラクター いっぴょん ホープくん キュータ こぶ牛 ハゼちゃん マスコットキャラクター シンボルマーク キャラクター たすけくん かやのん キョッピー ごろうくん

2198 2187 2178 2183 2173 2172 2179 2180 2177 2182
西日本ｴﾘｰﾄｽﾀｯﾌ ＪＲ日南線利用促進とちぎの元気な森北九州港開港垂水中央中学校 神戸元町商店街 緑化かごしまフェア北海道ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾞｽﾞ認定大津市商店街連盟富士山ｸﾗﾌﾞｸﾞｯｽﾞ

エリスター キャラクター シンボルマーク スナＱ 校  章 シンボルマーク マスコットキャラクター マスコットキャラクター マスコットキャラクター シンボルマーク シンボルマーク デザイン

2151 2152 2149 2155 1239 2161 2163 2154
動物ふれ愛ランド下関 ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ 洗車の日 多摩川 新庄市環境 煙樹ケ浜松林 蜂の贈り物 福岡路上禁煙

シンボルマーク ロゴマーク キャラクターデザイン シンボルマーク ことちゃん みやびくん シンボルマーク まつりん＆ぼっくりん キャラクター スーナちゃん

2204 2210 2213 2214 1844 2216 2217 2218 2200 2248 919 825
三陸鉄道 県立保健大 安城七夕まつり 高取商店街 福岡市交通局流域連携基金大阪版食の安全安心地上デジタル放送横浜市青葉区 山田養蜂場 葵東わくわく商店街 かにや横丁

ヘッドマーク スイスイちゃん スイトーくん モーリーとリンリン きーぼー たかりん ちかまる キャラクター 大阪育ちのこころちゃん なしかちゃん キャラクター シンボルマーク 優  秀  賞 

2189 2190 2191 2192 2193 2194 1520 2223 2199 2197 2203
板橋区観光PR八戸市市制施行 ハマダイコン 君津市 中海圏域 男女共同参画のだ教育の日一関市地産地消 葛城市 龍馬伝 静岡牧之原茶

りんりんちゃん いかずきんズ ハマちゃん マスコットキャラクター ウンパくん シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク 蓮花ちゃん 地デジカ キャラクター チャーフィン

タイフルーツ・タイ米だいすきっ！京都。寄付金シクロパビリオン

21582156
シンボルキャラクター

マスコット

松阪市に防災啓発

2196

マスコットキャラクター

出雲弥生の森博物館

かがやきﾗｲﾌﾀｳﾝ構想

2209
イメージキャラクター

2171

RFL静岡

2115
愛・天地人博南魚沼

公式キャラクター

2181

2159

新見市
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2168 2229 2230 2160 2232 2266 2318 2235 2238 2239 2244 2245 2246 2247
ちばレジエコ 森秀織物 浦添市国際交流協会羽田地区町会連合会長崎県総おもてなしぎふ長良川大会 堺市 南区 音楽の街－狛江高校生連絡会議横浜建設業協会愛媛歴史文化博物館愛媛総合科学博物館愛媛生涯学習ｾﾝﾀｰ ＪＦしまね

モラワン 織 姫 シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク ヤマリン みみちゃん ロゴマーク キャラクター キャラクター マスコットキャラクター マスコットキャラクター マスコットキャラクター とび丸くん

2320 2250 2251 2234 2255 2256 2258 2259 2260 2233 906 2265 2254 2028
姫路市 ﾌﾗｲﾃﾞｰﾄﾘｯﾊﾟｰ都留市観光協会 環境省 あきた子育てふれあい子育て応援とうきょう間宮海峡発見200年京都市消防局水戸商工会議所阿蘇くまもと空港 能勢町 軽井沢町 笠松町 全国スポレク祭

しろまるひめ フラトリ つるビー ポイントロゴ シンボルマーク マスコットキャラクター りんぞうくん エンブレム いきいき 黄門さま あそらくん シンボルマーク キャラクター かさまる マスコットキャラクター

2288 845 2290 2291 2292 2293 2294 2296 2297 2316 2299 2317
玉名市 信州リサイクル府高体連カヌー テレビ朝日 浜大津ｻﾏｰﾌｪｽﾀ 上海万博 がん検診 磐田消防 H２１自衛隊観艦式北海道あったかﾌｧﾐﾘｰ赤ちゃんの駅 食べよう!!ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの会

タマにゃん 優  秀  賞 こぐたん ウェブキャラクター キャラクター マスコット イメージキャラクター コマリーナ マツサカン イメージキャラクター ロゴマーク ロゴマーク シンボルマーク ハンバーグマのグーグー

2231 2302 2331 2306 2307 2309 2298 1815 2308 2046 2078 1738 2001 2313
美食星人 BS11開局記念 本巣市 安全安心まちづくりみんなで支える新たな森島原半島愛護推進ｱﾆﾒｰｼｮﾝ神戸稚内観光協会青年部第２６回国民文化祭 豊田市食育 子供ｼﾝﾎﾟｼﾞｩﾑ 登米市協働 向日市社協 全国ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ祭

ムチュラン1世 ビーモ シンボルマーク シンボルマーク シンボルマーク ロゴマーク キャラクター 出汁之介 マスコットキャラクター キャラクター たくまる キャラクター イメージキャラクター シンボルマーク

2327 2303 2328 2355 2329 2330 2332 1704 2335
下呂警察署 みろく横丁 北見じまん村 住まいの知恵袋新潟北区社会福祉上京区区制130周年公設地方卸売市場 ふくしま食育いっちゃがネット

ゲロッピィ キャラクター のれん小僧のんちゃん イメージキャラクター キータン かみぎゅうくん シンボルマーク キャラクター みなみくん

2337 2339 2340 2325 2272 2342 2343 2344 2345 1772 2347 2349 2350 2352
みぶの妖精 とめるっちゃﾈｯﾄﾜｰｸﾀﾜｰでﾊﾟﾜｰON2009吹田市制施行70野田夏まつり躍り七夕第９回阿蘇草原再生放牧畜産認証制度 あーとみっく 日本相撲協会 藤堂高虎 天理教少年会 ＪＲ信州 KKRホテル大阪四日市ﾍﾙｽｾﾝﾀｰ

イメージキャラクター とめ麻呂くん おしなりくん イメージキャラクター オリジナルキャラクター ロゴマーク 認証マーク あっくん ハッキヨイ！せきトリくん マスコットキャラクター キャラクター アルクマ 秀○（ひでまる）くん ゆらりん

2354 2336 2364 2014 2356 2357 2359 2360 2361 1983 2362 2363 2110 1807
手稲区 クラフト創造都市ええまちやいづ紀州クエブランド伏見酒造組合ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ大分県人権啓発 COPLI 神戸ふれあい工房系統豚啓発推進事業スマイルあさきた練馬区ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 堺市 西区 あぐ里っ娘

マスコットキャラクター シンボルマーク マスコットキャラクター クエピィ ＳＡＫＥＺＯ（サケゾー） ちょこっと やってみん こころちゃん コプリー ふわぽん シンボルマーク シンボルマーク イメージキャラクター ニッシーちゃん マスコットキャラクター

2295

     寿老人     恵比寿      毘沙門天      弁財天         大黒天          福禄寿          布袋

新潟駅前弁天通
2334

松阪市の防災
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2369 2370 2372 2373 2374 2376 2377 2378 2368 2379 2380 2381 2385 2321
ひめじ家島ＯＷＳ大会五霞ふれあい祭り 堺区 国産材住宅普及推進 菊翠茶農協 我が家の水がめづくり守口市門真市消防組合環境維新・高知市 名月の里 亀山「みそ焼きうどん福岡県地球温暖化対策 加賀白山 武田勝頼土佐の会 ﾌｫﾚｯｸｽ･ﾗｲﾝ

イメージデザイン きずなちゃん サカエル キャラクター キャラクター タメット レンダイオン ケーちゃん ロゴマーク マスコットキャラクター エコトン ブランドマーク イメージキャラクター 1000ドル君

2387 2388 2388 2389
御宿町 滋賀らしい環境ボートピア梅田さーのって号

エビアミーゴ シンボルマーク マスコットデザイン のっ太くん

このマーク類を集めだすそもそものキッカケは、私自身が受賞したマークが、他のマークと酷似していると指
摘を受け話題になったためです。それまでは、他のマーク類との共通性とか、類似性とか深く掘り下げ調査
して応募したことが無かったため（本職ではなく素人なので無理もありませんが）このような結果になってしま
いました。そこで他の所はいったいどんな感じなんだろうと集めだした次第です。集めていく内に、大体何れ
も似た感じのが多いなーと逆にビックリしました。（笑） これからは、これを参考資料の一部加えてみなで独
創的な素晴らしい作品を作りましょう。
何れにしましても、このMyﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで受賞作品を自ら公表すると（本来は堂々とアップしたいのですが）ま
た色々とあると思いますので（権利等寄贈したことにもより）控えさせてもらいました。でも、一部の人には解
ると思いますが、ここのマークの中の何処かには有りますｗ

市町村章・ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ・ﾛｺﾞﾏｰｸ・ｷｬﾗｸﾀｰ類一覧ｻｲﾄ
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