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１周年記念エンブレム使用ガイドライン
（以下、「ガイドライン」という。）は、
東京2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会１周年記念事業（以下、「記
念事業」という。）を行うにあたり、国
際オリンピック委員会（以下、「IOC」
という。）の承認を得て制作した周年記
念エンブレム（以下、「エンブレム」と
いう。）が正しく使用されることを目的
に定めるものです。

１周年記念エンブレムは、IOCの知的財
産である東京2020大会のエンブレムを
構成要素として用いており、権利関係の
保護などの観点から、本ガイドラインに
準じた厳格な使用を行う必要があります。

なお、本ガイドラインは記念事業の「東
京2020 オリンピック・パラリンピック
競技大会１周年記念事業ガイドライン」
とともに運用されますので、併せてご覧
ください。

はじめに

1

使用が認められる団体

1周年記念エンブレムの日本国内での使用が認められる
組織／団体／事業は以下となります。

・日本オリンピック委員会（JOC）、日本パラリンピッ
ク委員会（JPC）

・開催都市（東京都・都内区市町村）および会場関連
自治体

・周年事業の承認を受けた事業の実施者
・新聞、テレビ、雑誌等の報道機関（報道目的に限る）
・その他、東京都、JOC、JPCが使用を適当と認める

組織／団体／事業



■保護対象となる各種用語

東京2020大会１周年記念事業

２

オリンピック日本代表選手団／パラリンピック日本代表選手団



■使用承認

１周年記念エンブレムを使用するにあたっては、
以下に同意することが条件となります。

１ １周年記念エンブレムの使用にあたっては、
東京都に対し、使用申請書を提出する必要が
あります。

２ １周年記念エンブレムの使用を希望する案件
ごとに、所定の様式で申請し、東京都の承認
を得なければなりません。

３ １周年記念エンブレムの使用に当たっては、
基本原則および東京都が指定した条件その他
の指示を遵守しなければなりません。

４ 本ガイドラインに基づく１周年記念エンブレ
ム等知的財産の使用期限は2022年12月31日
までとなります。

１ 東京2020大会に寄与すると認められる
範囲内で使用すること。

２ 誤解されるような使用方法でないこと

３ 営利目的（商品等の広告や寄付金の募集
などを含む。）で使用しないこと。

４ 政治的、宗教的その他特定の主張を行う
ことを目的で使用しないこと。

５ IOC、IPC、JOC、JPCの各パートナー
のマーケティング活動を阻害しないこと。

基本原則

３



■バリエーション

デュアル
エンブレム

シングル
エンブレム

４

誤用例
①オリンピック競技に関するイベントの告知や実施において、パラリンピックのシングルエンブレムのみを使用することは不可
②パラリンピック競技に関するイベントの告知や実施において、オリンピックのシングルエンブレムのみを使用することは不可



１周年記念エンブレムを正しく認識
させるためには、他の要素と一定の
間隔を設けることが重要です。
この最低限守るべき間隔をクリアス
ペースといいます。
この基準を守り、正しく表現してく
ださい。

■クリアスペース・最小サイズ

5

最小サイズ

28ｍｍ

0.7X

0.7Ｘ

0.7Ｘ

Ｘ

0.7Ｘ

●デュアルエンブレム

●シングルエンブレム

ＸＸ

0.7Ｘ 0.5Ｘ

0.7Ｘ 0.5Ｘ

0.7Ｘ 0.7Ｘ 0.5Ｘ0.5Ｘ

18ｍｍ 18ｍｍ



１周年記念エンブレムと記念事業の冠
称を併せて表現する場合は、右の
(1)～(3)を参考としてください。

なお、冠称は「東京2020 オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会１周年記
念事業 ガイドライン」P.3～４の「Ⅳ 
冠称としての「名称」の使用について
１ 冠称としての「名称」の使用につ
いて」の組み合わせで使用してくださ
い。

※前項で示した、クリアスペースの基
準を守り、正しく表現してください。

●１周年記念エンブレムと冠称を組み合わせて使用する場合

東京2020大会１周年記念事業

■冠称との組み合わせ

東京2020大会１周年記念事業

(1)

(2)

「東京2020大会１周年記念事業」字体
推奨フォント
「DIN Alternate Bold」
「DIN Medium」
「A-OTF UD 新ゴ Pro」
「Meiryo」
「MS ゴシック」
「Arial]

(3)

東京2020大会
1周年記念事業

６

(誤用例)

東京2020オリンピック・パラリンピック
1周年記念事業

※シングルエンブレムを使用する場合は、冠称もそれに見合ったものを
使用すること。（オリンピック・パラリンピック表記は不可）



■１周年記念エンブレム
カラー展開

１周年記念エンブレムは、東京2020
大会の競技会場や都市装飾等で使用さ
れた５色（藍・紅・桜・藤・松葉）で
展開します。
規程５色以外の色への変更は不可です。

藍 紅

松葉

藤桜

５色を横に並べる場合の配置は、
左から「紅、藍、藤、松葉、桜」とし
てください。

７

紅 藍 藤 松葉 桜



■１周年記念エンブレム
カラーガイド

色味は本カラーガイドに従って再現してください。
１周年記念エンブレムは白地にフルカラーで展開することを基本とします。
ただし、媒体や印刷上の制約でフルカラーの表現が難しい場合、モノクロでの
表現も可能です。

８



■背景色との関係

１周年記念エンブレムは白地に
フルカラーで展開することを基
本としています。
ただし、写真や色のついた背景
へはボックスタイプ等、適切な
タイプを選択して使用してくだ
さい。

白地にフルカラーで展開すること
を基本とします。

複雑な背景の上にフルカラーで
表示する場合はボックスタイプ
を使用してください。

色のついた背景の上にフルカラー
で表示する場合は、ボックスタイ
プを使用してください。

背景色と干渉しない場合は、
ボックスタイプでない表現も可
能です。

９



■誤用例

エンブレムを表示する上で誤り
の多い例を示しています。

ここに示すような誤った表示は、
エンブレムのブランド価値を損
なう恐れがあり、記念事業と何
らかの関係があるかのような誤
解を与える可能性があるため、
認められません。

縦、横の比率を変えるなど
変形をしないこと

傾けて表示しないこと

影や枠を付けないこと

●東京都は都制施行
●●周年を迎えます

冠称以外の表現と組み合わせないこと他のマークと
組み合わせないこと

構成要素のサイズバランス
を変えないこと

規定以外の色を使用
しないこと

書体を変更しないこと

10

TOKYO 2020 TOKYO 2020



■１周年記念マスコット

オリンピックマスコット
ミライトワ

11

パラリンピックマスコット
ソメイティ

１周年記念事業においては、１周年
記念バージョンのマスコットを使用
することが可能です。

ただし、１周年記念バージョン以外
のマスコットの各ポーズバリエー
ション（基本ポーズ、競技ポーズ、
その他ポーズ等）は使用できません。

なお、ボード部分を改変することは
できません。（エンブレムの色を変
える、メッセ―ジを加える等）

誤用例



オリンピックマスコット
ミライトワ

12

パラリンピックマスコット
ソメイティ

■１周年記念マスコットクリアスペース・最小サイズ

１周年記念マスコットを正しく認
識させるためには、他の要素と一
定の間隔を設けることが重要です。
この最低限守るべき間隔をクリア
スペースといいます。
マスコットの周囲に0.1Xのクリア
スペースを確保して正しく表現し
てください。

マスコットの大きさを拡大／縮小
する場合、ミライトワとソメイ
ティとも同じ比率で拡大／縮小し
なくてはいけません。

最小サイズ

20
ｍｍ



オリンピックマスコット
ミライトワ

13

パラリンピックマスコット
ソメイティ

■１周年記念マスコットアウトライン

濃い背景の上にマスコットを
表現する場合、視認性を確保
するためにマスコットの周り
にアウトラインをつけること
ができます。アウトラインの
幅は0.02Xを基本としてくだ
さい。



逆に並べて配置してはいけません。
※ 並べて配置する場合は

左がオリンピックマスコット、
右がパラリンピックマスコット

14

行政のマスコットと並べて配置して
はいけません。

■誤用例 １周年記念マスコットを表示する上で誤りの多い例を示しています。
ここに示すような誤った表示は、マスコットのブランド価値を損なう恐れがあり、誤解を与える可能性
があるため、認められません。

東京都

こんにちは！

ボード部分を改変してはいけません。 マスコットがメッセージを
発信することはできません。

行政マークと並べて配置しては
いけません。（行政のマスコットと
の誤解を与えるため）

その他誤用例
①オリンピック１周年記念イベントにおいて、パラリンピックマスコットのソメイティだけを使用することは不可
②パラリンピック１周年記念イベントにおいて、オリンピックマスコットのミライトワだけ使用することは不可

マスコットの大きさを拡大／縮小する
場合、両方とも同じ比率で拡大／縮小
しなくてはいけません。



■展開例 プレスリリース ※イベントタイトルなどは事例のためのダミーです。

展開例 誤用例

自治体のマーク等は表示可能。
ただし、エンブレムからは一
定間隔離して配置すること。

自治体や関連団体のマーク等
は、エンブレムから一定間隔
離して配置すること。

冠称をイベントのタイトルに使用することが可能。
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東京2020大会1周年記念事業

プレスリリース
東京都〇〇イベントの開催について

東京都プレスリリース

東京2020大会1周年記念事業
東京都〇〇イベントの開催について

東京2020大会1周年記念事業
東京都〇〇イベントの開催について

東京2020大会1周年記念事業

東京都プレスリリース

協賛

〇〇株式会社

IOC、IPC、JOC及びJPCの各パート
ナー企業や放映権者以外の協賛企業名
やロゴを近接させての表示は不可

どの団体からの発信
か分かるよう、出所
表示を入れること。



■展開例 ポスター、チラシ ※イベントタイトルなどは事例のためのダミーです。

○○区の文化の歴史パネル展
東京2020大会１周年記念事業

特別展示 2021年の○○区を振り返る

主催
〇〇区

日程：○月○日～○月○日
場所：○○○

パネル展概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

協賛： 株式会社東京

〇〇〇競技体験会 in TOKYO

日程：○月○日～○月○日
場所：○○○

展開例 誤用例

自治体や関連団体のマークは表示可能。
ただし、エンブレムに近接させず
一定間隔離して配置すること。

大会概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

冠称をイベントのタ
イトルに使用するこ
とが可能。

東京2020大会１周年記念事業

16 

枠線は不要

東京2020大会１周年記念事業

IOC、IPC、JOC及びJPCの各パートナー企業や放映権者
以外の協賛企業名やロゴを近接させての表示は不可

どの団体からの発信
か分かるよう、出所
表示を入れること。



■展開例 ポスター、チラシ ※イベントタイトルなどは事例のためのダミーです。

○○区の文化の歴史パネル展
東京2020大会１周年記念事業

特別展示 2021年の○○区を振り返る

主催
〇〇区

日程：○月○日～○月○日
場所：○○○

パネル展概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

協賛：

〇〇〇競技体験会 in TOKYO

日程：○月○日～○月○日
場所：○○○

背景色なし例 誤用例

大会概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

冠称をイベントのタ
イトルに使用するこ
とが可能

東京2020大会１周年記念事業
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東京2020大会
１周年記念事業

背景色と干渉する場合は
ボックスタイプを使用すること

自治体や関連団体のマークは表示可能。
ただし、エンブレムに近接させず
一定間隔離して配置すること

株式会社

東京

IOC、IPC、JOC及びJPCの各パートナー企業や放映権者
以外の協賛企業名やロゴを近接させての表示は不可

どの団体からの発信
か分かるよう、出所
表示を入れること。



■展開例 横断幕 ※イベントタイトルなどは事例のためのダミーです。
※ 制作物には必ず出所表示を入れること。

主催：〇〇区

○○区の文化の歴史パネル展
東京2020大会１周年記念事業

特別展示 2021年の○○区を振り返る

〇〇〇競技大会 in TOKYO

協賛： 株式会社東京

企業
ロゴ

企業ロゴの近接不可誤用例

展開例

主催：○○
協賛：株式会社東京

冠称をイベントのタイトルに
使用することが可能。
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大会
ロゴ

自治体や関連団体のマークは表示可能。
ただし、エンブレムに近接させず
一定間隔離して配置すること。

IOC、IPC、JOC及びJPCの各パートナー企業や放映権者
以外の協賛企業名やロゴを近接させての表示は不可

どの団体からの発信か分かるよう、
出所表示を入れること。


