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ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業 規程
(目的) 
第１条 この規程は、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業（以下「推進事業」という。）につい
て、その承認に関する手続き及びロゴマークの適正な使用について必要な事項を定める。 

（推進事業） 
第２条 推進事業とは、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会（以下「実行委員会」と
いう。）が主催する事業並びに実行委員会の構成団体である名古屋市、名古屋商工会議所、株式会社
国際デザインセンター及び中部デザイン団体協議会（以下「構成団体」という。）が主催する事業
で、ユネスコ・デザイン都市なごやの取り組みの周知や発信等、デザイン都市の推進を行うものをい
う。ただし、次の各号に掲げる内容のいずれかに該当する場合を除く。 

(1)特定の政治、思想、宗教の活動であると認められる場合
(2)営利目的であると認められる場合

(ロゴマーク) 
第３条 ロゴマークは次のとおりとする。 
（1）名古屋市及び国際連合教育科学文化機関（以下「ユネスコ」という。）が作成したロゴマーク
（第1号様式、以下「名古屋市ユネスコ・ロゴマーク」という。） 
（2）実行委員会が作成したロゴマーク（第2号様式、以下「ユネスコ・デザイン都市なごやロゴ
マーク」という。）
２ 推進事業においては、名古屋市ユネスコ・ロゴマークまたはユネスコ・デザイン都市なごやロゴ
マークを使用するものとする。
３ 名古屋市ユネスコ・ロゴマークは、前条に規定する推進事業以外の事業に使用することができな
い。ただし、報道関係機関が報道の目的で使用する場合は、この限りでない。 

（承認申請） 
第４条「名古屋市ユネスコ・ロゴマーク」を使用し、 推進事業を実施しようとする者は、あらかじ
め推進事業承認申請書（第３号様式）により、名古屋市長(以下「市長」という。) の承認を受けなけ
ればならない。ただし、名古屋市並びに実行委員会が推進事業を実施する場合は、この限りでない。 
2 「ユネスコ・デザイン都市なごやロゴマーク」を使用し、推進事業を実施しようとする者は、あら
かじめ推進事業承認申請書（第３号様式）により、実行委員会の承認を受けなければならない。ただ
し、第1項において市長の承認を受けた場合および名古屋市並びに実行委員会が推進事業を実施する
場合は、この限りでない。 
3 第1項及び第2項の申請書の提出は、実行委員会を経由して行わなければならない。 

（承認書の交付） 
第５条 市長または実行委員会は、前条に定める推進事業承認申請書の提出があったときは、その内
容を審査し、適当と認めたときは、推進事業承認書（第４号様式）を交付する。 
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（承認後の手続き） 
第６条 推進事業の承認を受けた者は、すみやかに申請書に記載のロゴマークを使用しようとする物
品等の完成品を市長または実行委員会に提出しなければならない。ただし、物品の性質上の理由など
により、完成品を提出することが困難な場合は、協議の上、イメージデータの提出等に替えることが
できる。 

（承認事項の変更） 
第７条 推進事業の承認を受けた者が、承認事項を変更し、又はその他申請書に記載した事項に異動
を生じた場合（第３条に規定するロゴマークの使用を中止しようとする場合を含む。）は、承認変更
申請書（第５号様式）を提出し、市長または実行委員会の承認を受けなければならない。 

（承認の取消） 
第８条 市長または実行委員会は、推進事業の承認を受けた者が、第2条の各号に該当することとなっ
たとき、第4条第1項の申請をしたときに第2条の各号に該当していたことが判明したとき又は承認書
の条件に違反することが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。 

（ロゴマーク使用上の遵守事項） 
第９条 ロゴマークを使用するにあたっては、承認された用途のみに使用し、別記使用マニュアルに
従うものとする。 

附則 
この規程は平成27年7月13日から施行する。 

附則 
この規程は平成27年9月15日から施行する。

附則 
この規程は令和5年4月1日から施行する。
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第1号様式

名古屋市ユネスコ ・ ロゴマ ー ク

（基本形）

| | [ | | | 

Nagoya,
City of Design 

unesco 
Member of 

the Creative Cities Network 

（クレジット入り）

�HH� 

Nagoya,
City of Design 

unesco 
Member of 

the Creative Cities Network 

名古屋市はユネスコが認定するデザイン都市です
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第2号様式

ユネスコ ・ デザイン都市なごやロゴマ ー ク

Na g oya, 
City o f Design 
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【第 3号様式-1】 

ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業 承認申請書

(あて先) 

ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業について下記のとおり申請いたします。 

申請日 令和   年（西暦  年） 月   日（  ） 

申請者 

住所 〒 

名称 

代表者氏名（フリガナ）  

代表者生年月日： 西暦 年 月 日 

連絡責任者 

フリガナ

氏名： 
所属・役職 

TEL:  FAX:  

E-mail: 

住所 

（申請者と異なる場合記入）

事業名 
＊事業内容は【第 3号様式-2】 にご記入下さい。 

主催 

共催 

後援など 

事業の広報 URL 

ユネスコ・デザイン都市なごやのウェブサイトからのリンクを希望する場合、リンク先の URL をご記入ください

□希望する URL： 

□希望しない

ロゴマークの

使用形態 

（該当に○） 

1. ポスター・パンフレット・チラシ 2. 1 以外の広報制作物（ステッカー、バナーなど）

3. ウェブサイト 4. DVD／CD

5. カタログ・報告書 6. その他（ ）

配布対象 配布部数（予定） 

ロゴマークの

使用案 
使用イメージ案（必ず添付してください） 

ロゴマークの

使用期間 

＊使用申請期間は原則各年度期間内とします。（ 年４月１日から翌年３月 31日までの期間内） 

令和  年（西暦 年） 月 日（  ） 

令和 年（西暦 年） 月 日（ ） 

添付資料 
□ 事業概要 → 【第 3号様式-2】にご記入下さい

□ 使用イメージ （JPEG データ 申請書と合わせ 3ファイル以内、合計 2MB 以内で送信してください。）

※ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業規程第 2条の各号のいずれかに該当するときは、承認を行いません。

また、承認後に該当する旨が判明したときは、承認を取り消します。



【第 3号様式-2】 

ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業 承認申請書／資料

●事業概要

事業名 

事業概要 

（事業趣旨／事業内容／実施時期／主催・共催・後援など） 



【第 4号様式】 

ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業 承認書

第 号 

令和  年  月  日 

様 

令和 年 月 日付けで申請のあった「ユネスコ・デザイン都市なごや」推進事業については、 

次の条件を付して承認します。 

承認日 令和 年（西暦 年） 月 日(  ) 

承認番号 

対象事業 

ロゴマークの 

使用承認期間 

令和 年（西暦 年） 月 日(  ) 

令和 年（西暦 年） 月 日(  ) 

ロゴマークの 

使用内容 

● ロゴマークの使用条件

1．ロゴマークの一部分のみを使用し、又はロゴマークを変形し、もしくは他の図形や文字と重ねて使用しない

でください。また指定外の配色はしないでください。

2. 物品並びに各種印刷物等にロゴマークを使用する際にかかる費用は、使用者が負担してください。

3．ロゴマークの使用後すみやかにその成果物１部を提出してください。 

4．使用承認期間の終了後、引き続きロゴマークを使用する場合は、再度承認申請書を提出し承認を受けてくだ

さい。 

5. 使用条件に違反してロゴマークを使用した場合、使用承認申請の内容に虚偽があった場合等の際は、使用承

認の取消、又は使用物件の回収を求めることがあります。

6．その他関係法令及び規程を遵守してください。 



【第 5号様式】 

ユネスコ・デザイン都市なごや 推進事業 承認変更申請書

 (あて先)  

令和 年 月 日付第 号により承認された事項について、下記のとおり変更したいので承認申請いたします。 

申請日 令和   年（西暦  年） 月   日（  ） 

申請者 

住所 〒 

名称 

代表者氏名（フリガナ） 

代表者生年月日： 年 月 日 

連絡責任者 

フリガナ

氏名： 
所属・役職 

TEL:  FAX:  

E-mail: 

住所 

（申請者と異なる場合記入） 

変更事項 



ミニマムサイズ

囲み罫はプロテクティブエリアを示すアタリ罫です。
他の視覚的要素からの影響を受けないよう、周囲に一定のプロテクティブエリアを確保し、
エリア内に他の要素が入らないようにしてください。

ロゴマーク

ロゴマークは、使用する媒体やデザインに応じて最適なものを選択してください。

使用申請用

プロテクティブエリア

0.1X

0.1X0.1X

0.1X

X

12mm

Standard colorBlue Type

CMYK：C100%
RGB：R0 + G160 + B233
DIC：179
PANTONE：Process Cyan C

Process Cyan U

Black Type White Type

CMYK：K100%
RGB：R0 + G0 + B0

CMYK：K0%
RGB：R255 + G255 + B255



展開例

白フチをつけて表示しない

使用禁止例

近似色を
背景として使用しない

ロゴマークの
バランスを変えない

ロゴタイプを変えない 変形しない

回転しない 指定色以外での
表示をしない

影をつけるなど
装飾加工しない

ロゴマークの
一部のみを使用しない

他の要素を加えない

強い図形やパターンを
背景として使用しない

プロテクティブエリア内に
文字などの他の要素を入れない

使用申請用

複雑な背景や文字の上などに配置する場合は、白バックとセットで使用してください。
ロゴマークを使用する際は、視認性を十分考慮してください。

他の視覚的要素からの影響を受けないよう、
周囲に一定のプロテクティブエリアを確保し、
エリア内に他の要素が入らないようにして下
さい。他の視覚的要素からの影響を受けない
よう、周囲に一定のプロテクティブエリアを確
保し、エリア内に他の要素が入らないようにし
て下さい。他の視覚的要素からの影響を受け
ないよう、周囲に一定のプロテクティブエリア
を確保し、エリア内に他の要素が入らないよう
にして下さい。他の視覚的要素からの影響を
受けないよう、周囲に一定のプロテクティブエ
リアを確保し、エリア内に他の要素が入らない
ようにして下さい。他の視覚的要素からの影響
を受けないよう、周囲に一定のプロテクティブ
エリアを確保し、エリア内に他の要素が入らな
いようにして下さい。他の視覚的要素からの影

他の視覚的要素からの影響を受けないよう、
周囲に一定のプロテクティブエリアを確保し、
エリア内に他の要素が入らないようにして下
さい。他の視覚的要素からの影響を受けない
よう、周囲に一定のプロテクティブエリアを確
保し、エリア内に他の要素が入らないようにし
て下さい。他の視覚的要素からの影響を受け
ないよう、周囲に一定のプロテクティブエリア
を確保し、エリア内に他の要素が入らないよう
にして下さい。他の視覚的要素からの影響を
受けないよう、周囲に一定のプロテクティブエ
リアを確保し、エリア内に他の要素が入らない
ようにして下さい。他の視覚的要素からの影
響を受けないよう、周囲に一定のプロテクティ
ブエリアを確保し、エリア内に他の要素が入ら
ないようにして下さい。他の視覚的要素からの

Nagoya,
City of Design



使用申請用

コンビネーション UNESCOロゴマークとGrowing "N" Designロゴを組み合わせたものです。
コンビネーションを使用する際は、マスターデータを使用し、視認性を十分考慮してください。
囲み罫はプロテクティブエリアを示すアタリ罫です。

Color Type

White Type

Black Type




