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「にじゅうまるプロジェクト」 
 レギュレーション 

にじゅうまるプロジェクトのロゴは、可能な限り、”for life on Earth 2011-2020”を入れてご使用ください。
HPなど、つぶれてしまう場合は、英文字を抜いた物をご使用ください。白黒ロゴは、モノクロ原稿のみご使
用ください。 
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   アイコン（Target ver.） 
   ウェブバナー 
   ロゴと補足表示 
   ロゴとの併用例 
  留意事項と禁止事項 
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ロゴ（色バリエーション） 
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 レギュレーション 

可能な限り、”for life on Earth 2011-2020”を入れてご使用ください。 
HPなど、つぶれてしまう場合は、英文字を抜いた物をご使用ください。 
白黒ロゴは、モノクロ原稿のみご使用ください。 
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文字のみの使用例 
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 レギュレーション 

できるだけ、20マーク付きや、2行組をご使用ください。 
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文字のみ（色バリエーション） 
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レギュレーション 
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スローガン 

7 
「にじゅうまるプロジェクト」 
 レギュレーション 

可能であれば、2段、3段組みでご使用ください。 
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にじゅうまるプロジェクトmember 
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 レギュレーション 

メンバー募集や、グッズなどにご使用いただけたらと思います。 
名札や、バッチなど自分がメンバーだというしるしになります。 

レギュレーション 

1．ロゴ 

  ロゴ 
   ロゴ（色バリエーション） 
   ロゴ（文字のみの使用例） 
  スローガン 
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個別目標アイコン（Project ver.） 
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 レギュレーション 

活動している団体ごとに、イラスト入のマークを制作しました。 
紙媒体や、グッズなど、団体の個性を表すことが可能です。 
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個別目標アイコン（Project ver.） 
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 レギュレーション 

活動している団体ごとに、イラスト入のマークを制作しました。 
紙媒体や、グッズなど、団体の個性を表すことが可能です。 
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ウェブバナー下地白 

バナーは  

170*72 170*90 170*240 200*200 240*100 の 

4つのサイズがあります。 

複数のパターンを用意しています 
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ウェブバナー下地赤 

バナーは  

170*72 170*90 170*240 200*200 240*100 の 

4つのサイズがあります。 

複数のパターンを用意しています 
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ロゴと補足表示 
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愛知ターゲット達成に向け

た 

市民アクション 

「にじゅうまるプロジェク

ト」に 

登録しています 

にじゅうまるプロジェクトのロゴは、必要に応じて、補足説明と一緒に表示することができます。 
 
＜補足表示例＞ 

私たちの活動は、 
愛知ターゲットの達成に貢献します。 

私たちは愛知ターゲット達成に向けて 

行動しています。 
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ロゴとの併用例 

14 
「にじゅうまるプロジェクト」 
 レギュレーション 

ロゴとして使用する際は、必ず「20」ロゴの右に並べてご使用ください。 
バッジやグッズなどの場合は、イラスト単品での使用が可能です。 
活動が多岐にわたる場合は、いくつも並べることもできます。 
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留意事項と禁止事項 
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 レギュレーション 

留意事項 

ロゴの縦横比率に変更を加えることは認められませ
ん。フィルターその他の効果を加えることは認めら
れません。 
 
 
 
 
 
 
キャンペーンタイトルのフォント、サイズ、位置は
現状を維持し、一切の変更を加えることは認められ
ません。 
 
 
 
 
 
 
ロゴは所定の色（参照「カラーパレット」）で表現
されるものとします。白黒の文章に使用する場合、
ロゴはモノクロで表示するものとします。 
 
 
 
 
 

禁止事項 

キャンペーンタイトルの書体は、変更してはなりま
せん。 
 
 
 
 
 
 
 
キャンペーンタイトルのサイズは、変更してはなり
ません。 
 
 
 
 
 
 
 
キャンペーンタイトルの配置は、変更してはなりま
せん。 
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留意事項と禁止事項 
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留意事項 

他のロゴと並べて使用する場合、同じ高さに揃えて
表示させます。使用する他のロゴのガイドラインを
必ず参照し、得に余白については確認してください。 

 

原則として、各ロゴの間に十分な余白を設け、個々
のロゴがそれぞれ独自に認識されるようにすること
で、各ロゴの完全性を保つようにします。 

一緒に使用する他のロゴがグレースケールで表示される場合、当ロゴのモノクロ版を使用します。 
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使用ルール 
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レギュレーション 

1．ロゴ  

 
2．使用ルール 
  目的 
  ロゴマークの使用承認等 
  使用方法 
  使用期間 
  規約の改定 
  責任 
  免責事項 
    謝辞 
  問い合わせ 
   
 
 

  
1．（目的）「にじゅうまるプロジェクト」ロゴ使用規約
は、にじゅうまるプロジェクトの理解向上と、ロゴの適正
利用のために定めるものです。 

  
2．（ロゴマークの使用承認等） 
（1）「にじゅうまるプロジェクト」に参加するすべての
参加登録を行った団体（以下「登録団体」）は、別記様式
「にじゅうまるプロジェクト登録フォーム」の申請書を
「にじゅうまるプロジェクト事務局」（以下「事務局」）
に提出し、ロゴマークの使用承認を受けることによりロゴ
マークを無償で使用することができます。 
（2）ロゴマークの使用承認には事務局に申請書類が到着
してから10日間程度を要しますので、余裕を持って申請し
てください。 
（3）登録団体は、ロゴマークの使用に関する権利を第三
者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾
することはできません。 
（4）ロゴマークの使用承認を受けた登録団体が「にじゅ
うまるプロジェクト」の参加資格を喪失した場合、ロゴ
マークを使用することができません。 

  
3．（使用方法） 
（1）登録団体は、にじゅうまるプロジェクトが定める
「ロゴマーク使用規約」に従い、ロゴマークを使用するこ
とができます。ロゴマークは「にじゅうまるプロジェク
ト」ウェブサイト（URL）よりダウンロードが可能です。 
ロゴのデザイン等については、別途ロゴ管理マニュアルに
て定めます。 
（2）ロゴマーク使用に当たり、事前に事務局に別記様式
第1号の申請書を提出する必要があります。その際、申請
書と一緒にロゴマークを使用する媒体のデータをご提出下
さい。WEBページに掲載する場合は、URLをお送りくださ
い。 

 
（3）ロゴマーク使用に当たり、次のような場合には使用
することはできません。 
1．.募金活動と結びつけて使用すること 
2．提供する商品やサービスの品質を担保・証明するもの
として使用すること 
3．法令や公序良俗に反するような方法で使用すること 
4．その他「にじゅうまるプロジェクト」の趣旨に明らか
に反するような方法で使用すること 
（4）登録団体は、ロゴマークの使用にあたり、「にじゅ
うまるプロジェクト」に参加していることを示す文言を付
記しなければなりません。 
例）この活動は、にじゅうまるプロジェクトの認定を受け
ています。 
（5）登録団体は、申請時に認定されているプロジェクト
に関する事項ではロゴマークを使用することができますが、
団体全体が登録取得しているものと誤解を招かないよう配
慮しなければなりません。 

  
4．（使用期間）登録団体は以下の期間についてはロゴ
マークを使用することができます。 
1．「にじゅうまるプロジェクト」の参加登録が行われて
いる期間 
2．活動終了手続き後、活動終了日を含む年度の年度末     
（3月31日）まで 

  
5．（規約の改訂）本活動規約は、事務局により、事前
の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、
ご承知ください。 
 

附 則 
 
本ロゴ使用規約は、2011年8月19日から施行します。 
 
改訂 2012年6月19日 



責任と免責事項 
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責任 

にじゅうまるプロジェクトのロゴの使用請求を本書面に記
載された目的に関して許可された 使用者はすべて、責任
免除・請求権放棄に関する以下の規定に合意しなくてはな
りません： 
 
・使用者は、活動が準拠法に則り実行されるように確保し、  
 また当該活動から生ずる危険を担保するのに適当な保険  
 が維持されるよう確保する責任を負うものとする・ 
 
・IUCN日本委員会は、使用者の活動に対していかなる責 
 任をも負わないものとする。 
 
・使用者は、ロゴの使用の結果としてIUCN日本委員会あ 
 るいはその職員に対してもたらされるいかなる行動から 
 も、IUCN日本委員会及びその職員を無害に保ちかつ擁 
 護するものとする。 
 
使用者が記入したロゴ使用規定の合意が記入された登録
フォームを提出する必要があります。使用者は、当該請求
が許可され、さらに正当に登録フォームむがIUCN日本委
員会にて受領されるまでは、計画されている活動を実行す
ることはできません。 

免責事項 

・にじゅうまるプロジェクトのロゴは、IUCN日本委員会 
 の資産です。その使用を含む、ロゴに関するすべての権 
 利はIUCN日本委員会に帰属します。 
 
・にじゅうまるプロジェクトのロゴは、にじゅうまるプロ 
 ジェクトに関連したイベントや活動を特定する目的にお 
 いてのみ使用することができます。 
 
・にじゅうまるプロジェクトのロゴは、にじゅうまるプロ 
 ジェクトのロゴの使用に関するロゴ使用規定への合意が 
 記入された登録フォームがIUCN日本委員会に受領され 
 て初めて、使用することが可能となります。 
 
・にじゅうまるプロジェクトのロゴを使用することで、使 
 用者は、当ロゴを使用したイベントや活動に関する情報 
 をIUCN日本委員会事務局へ提出することに合意したこ 
 ととなります。この情報は、IUCN日本委員会事務局に 
 よる報告を目的として使用されることになります。 
  

 ・にじゅうまるプロジェクトのロゴの使用に関する 
 承認や、にじゅうまるプロジェクトのウェブサイ 
 ト（http://bd20.jp）上でのロゴ使用者の運営す 
 るイベント情報の公開が行われても、IUCN日本委 
 員会が当該イベントやロゴ使用者に対して保証を 
 与えているということではありません。 
 
・にじゅうまるプロジェクトのロゴは、自己宣伝や 
 商業目的・個人的利益の獲得を目的として複製さ 
 れてはなりませんし、また、IUCN日本委員会が民 
 間企業の商品や活動を保証すると受け取られるよ 
 うな方法では使用してはなりません。 
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謝辞 

にじゅうまるプロジェクトのロゴ・スローガン・
ウェブバナー・アイコンの作成にあたっては、博報
堂クリエイティブボランティアによる技術提供を頂
きました。ここに心から感謝の意を表したいと思い
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博報堂 

デザイナー      中谷あみ 

コピーライター     山形孝将 

 

 

博報堂クリエイティブボランティアについて 

http://www.hakuhodo.co.jp/csr/SocialAction/vol
unteer/ 
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問い合わせ 
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〒104-0033        

東京都中央区新川1-16-10ミトヨビル２F  

公益財団法人 日本自然保護協会内 

 

TEL: 03-3553-4109 FAX: 03-3553-0139 

http: //www.iucn.jp  

Email: bd.20.contact@gmail.com 


