
山口県 キャッチフレーズ ⁄ ロゴマーク ガイドライン

Visual Identity Guideline



デザイン展開における基本原則

「YAMAGUCHI MAGIC!」が世の中に対し、正確に、効率よく浸透させていくためには、
一貫したコミュニケーション活動を行うだけでなく、ひとつひとつの効果・イメージを継続してストックしていくことが大切です。
新たに開発したロゴは、当活動のシンボルです。ロゴマークおよびロゴタイプを使用するにあたっては、
本マニュアルを正しく理解し、よりよいコミュニケーション活動を行うためにご活用ください。

コンセプト

山口県には、不思議な力があります。
歴史を振り返ればわかるように、原動力をもたらす場所、新たなパワーを生み出す場所です。

その不思議な力を「MAGIC!」と表現し、これまでにない山口県へアップデートします。

山口県の頭文字「Y」を手に見たて、手品のように様々な魅力が発信されているイメージを表しています。
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ビジュアル アイデンティティ  ［ デザイン ］

ビジュアル アイデンティティは、構成されている比率に基づいてご利用ください。
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ビジュアル アイデンティティ  ［ 組みバリエーション ］

ビジュアル アイデンティティは、使用するシチュエーションに応じ、最適なものを選び、使用してください。
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ロゴカラーは、原則としてカラー情報をしています。
ロゴマークは、必ず支給されたデータをそのまま使用してください。

Color

ビジュアル アイデンティティ  ［ 基本カラー ］
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Main Vers ion

M＝45％ Y＝85％C＝80％ M＝5％ Y＝50％

M＝75％ Y＝80％ M＝60％

C＝100％



モノクロで使用する場合のデザインをご用意しました。
濃い色の地でモノクロを使用する場合はタイポグラフィを白で使用してください。

Main Vers ion

ビジュアル アイデンティティ  ［ 基本カラー ］
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ロゴタイプ  ［ 組みバリエーション ］

ロゴタイプは、使用するシチュエーションに応じ、
最適なものを選び、使用してください。
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YAMAGUCHI



ロゴタイプカラーは、原則としてK 100とします。
また、濃い色の地でモノクロを使用する場合はK 0を使用して下さい。
ロゴタイプは、必ず支給されたデータをそのまま使用してください。

Main Vers ion.

Color

ロゴタイプ  ［ 基本カラー ］
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Main Color
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Main Color
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ロゴマークは、観光素材のカテゴリーに応じて使い分けができるよう、5つの展開マークをご用意しました。
ロゴマークは、必ず支給されたデータをそのまま使用してください。

ロゴマークの展開パターンについて
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絶景など自然を中心とした観光資源を紹介するための展開ロゴです。

展開パターン：VIEW
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Main Color
C＝80％ M＝5％ Y＝50％

Sub Color
C＝53％ M＝3％ Y＝32％

Color

Pattern 使用例

例＞ 地紋

例＞ ヘッダー・フッター
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温泉を紹介するための展開ロゴです。

展開パターン：RELAX

Main Color
C＝100％

Sub Color
C＝65％

Color

Pattern 使用例

例＞ 地紋

例＞ ヘッダー・フッター
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山口県のグルメを紹介するための展開ロゴです。

展開パターン：GOURMET

Main Color
M＝45％ Y＝85％

Sub Color
M＝28％ Y＝55％

Color

Pattern 使用例

例＞ 地紋

例＞ ヘッダー・フッター



Color

Pattern 使用例

例＞ 地紋

例＞ ヘッダー・フッター

Visual Identity_pattern 12

Main Color
M＝75％ Y＝80％

Sub Color
M＝49％ Y＝52％

山口県の歴史感じさせる施設やイベントを紹介するための展開ロゴです。

展開パターン：HISTORY
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体験やおもてなしを紹介するための展開ロゴです。

展開パターン：REFRESH

Main Color
M＝60％

Sub Color
M＝40％

Color

Pattern 使用例

例＞ 地紋

例＞ ヘッダー・フッター
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展開パターン  ［ 組みバリエーション ］

5つの展開ロゴのバリエーションです。目的に応じてご使用ください。



ロゴマークの使用方法について

最小使用サイズ ： 基本の最小使用サイズは左右12mmです。原則として、それ以下のサイズでは使用しないでください。
＊最小使用サイズ以上であれば、大きさに制限はありません。

背景使用例 ： 背景に写真がある場合、濃度が濃すぎてマークが見えなくなる場合は下に白ベタを敷いてください。
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12mm以下NG



ロゴマークの使用方法について

表示方法 ： マークとして使用する場合は、決められたデザイン以外での使用はしないでください。
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ロゴマークの判別性を損なう
背景に表示してはなりません。

ロゴマークを他の要素と
組み合わせて表示してはなりません。

色を反転して
表示してはなりません。

ロゴマークの色を
変えてはいけません。

形状やバランスを
変えてはいけません。

ロゴマークを
回転させてはいけません。
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