ロータリーのブランドに関してよくある質問

ロータリーはなぜ公共イメージの向上に取り組んでいるのですか
世界には 200 万にも及ぶ非営利団体があり、ボランティアや寄付といった支援を求め競い合っている状況にありま
す。ロータリーには、ロータリアンやその活動の恩恵を受ける地域社会の人びとの心温まるストーリーが何千何万と
ありますが、それをよりシンプルに、一貫性のある形で伝えていくことが大切です。そこで、ロータリーは公共イメージ
調査を実施し、その結果の分析から、ロータリーの強みを伝え、中核的価値観を生き生きと表現するための方法を
打ち出しました。ロータリーの活動目的を明確に表現し、ほかの非営利団体との違いを強調することによって、入会
見込者や支援者にロータリーに参加することの意義を力強く伝えていこうとするのが、公共イメージ向上の取り組み
です。

この取り組みによって何が変わりますか
今後、この取り組みにより、ロゴや広告に使用される色など、ロータリー関連の資料が新しくなります。また、さらに重
要なことは、会員も含め、ロータリーに関わるすべての人びとが、ロータリーについて一貫したメッセージを発信して
いくことです。

この取り組みにおいてロータリアンが果たすべき役割は何ですか
ロータリーが他に類を見ない団体であるのは、ロータリアンのたゆまぬ活動を通じて世界中の地域社会に変化をも
たらしているからです。このことを、入会見込者をはじめ、多くの人びとの心に訴え、理解してもらうために、ロータリ
アン一人ひとりが、日々の生活や交流の中でロータリーのストーリーを多くの人に伝えていくことが重要です。

この取り組みに伴う変更は、どのようにロータリアンに伝えられますか
ロータリーではすでに、各種の研修やウェビナーを開催したり、最新情報を提供して、これらの変更についてロータリ
アンに情報を提供し始めています。また、国際協議会や国際大会でも、この取り組みのメリットを伝えていく予定です。

新しくなった「ボイス」やデザインを反映した資料を入手することはできますか
はい。現在ご利用いただけるツールやリソースは、ロータリーの「ブランドリソースセンター」にすでに掲載されており、
ここから、カスタマイズして使用できる広告、パンフレット、プレゼンテーションのテンプレートなどをダウンロードでき
ます。今後も、ロータリーの「ボイス」とデザインの充実に役立つ資料とリソースをさらに掲載していく予定です。

この取り組みが全面的に実施される期日はありますか
ロータリーの活性化（ブランディング）の取り組みは、いくつかの段階に分けて実施されます。まずは、新しいビジュア
ルアイデンティティやメッセージを、クラブの通信、研修、出版物に使用していただくのが第一段階です。長期的な目
標は、すべての会員がロータリー、またはロータリーでの経験を人びとに話す際に、新しいボイスや主要なメッセージ
を自然に盛り込んでいただけるようにすることです。
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ロゴ
ロータリーのロゴは変わるのですか
今後は、ロータリーの歯車と「Rotary」の文字を組み合わせたものが、正式なロータリーのロゴとなります。クラブ名
や地区番号の入ったロゴの使用方法についてはガイドラインの資料に説明されていますので、ご参照ください。

ロゴの変更で、ロータリーの襟ピンも変わるのですか
いいえ。ロータリーの襟ピンはこれまでと同じデザインで、変更はありません。

「誇りのシンボル」とロータリーのロゴとはどう違うのですか
｢誇りのシンボル」はロータリーの歯車のみですが、正式なロータリーのロゴは、「誇りのシンボル」と「Rotary」の文字
を組み合わせたものです。

「誇りのシンボル」を透明色で複製してもいいですか
「誇りのシンボル」を透明色で複製してもいいですか
色つき無地の背景の場合、ロータリーの歯車を透明度 100％で表示すべきではありません。背景が写真である場合、
ゴールドの歯車に若干の透明度を加えても構いませんが、白、ブルー、黒の歯車は常にソリッドカラー（透明度 0％）
で表示すべきです。誇りのシンボルは、背景色との十分なコントラストが出るようにし、背景色と交じり合って色が変
わってしまわないよう気をつけてください。

「誇りのシンボル」またはロゴの色を変えてもいいですか
｢誇りのシンボル」は、常にロータリーゴールドで複製してください。一色刷りしかできない場合は、「誇りのシンボル」
の 1 色のバリエーションとして、ブラック、アズール、白抜き（反転）バージョンで複製してください。
フルカラーのロゴ（ロイヤルブルーの「Rotary」の文字とゴールドの歯車の組み合わせ）がロータリーの公式ロゴです。
デジタル媒体および２色刷りが可能な場合は、常にこのバージョンを使用してください。２色刷りが可能でない場合は、
ブラック、アズール、白抜き（反転）バージョンを使用してください。

ロータリーの新しいロゴに「International」の言葉が含まれ
」の言葉が含まれていないのはなぜですか
ロータリーの新しいロゴに「
」の言葉が含まれていないのはなぜですか
｢International」は、今も国際ロータリーの正式／法人名称およびロータリーの徽章の一部です。私たちの団体は世
界中で｢Rotary」と呼ばれることが多いため、新しいロゴはその言葉を前面に出しています。国際ロータリーの法人名
に変更はありません。現在、ロータリーのような団体は世界的な組織であることが多いため、あえて「International」
（国際）と強調する必要はないと考えられます。

透明のロゴはありますか
透明度を調整できるロゴもご用意しています。お手持ちのソフトウェアで EPS ファイルの編集ができる場合、公式の
ロータリーの EPS ファイルを使えば、通常、透明度を調整したり、画質を落とすことなく拡大できます。マイクロソフト
オフィスのアプリケーションを使う場合、画素ベースの PNG ファイルを使って透明度を調整できますが、拡大すると
画質が落ちることがあります。

ロータリープログラムのロゴはどこからダウンロードできますか
各プログラムのロゴは、www.rotary.org/ja/brandcenter からダウンロードできます。

どのフォーマットのロゴを使ったらいいでしょうか
印刷
刺繍
シルクスクリーン
ワード文書（印刷）
パワーポイント
デジタ ル

ウェブ タブレット／携帯

.eps
.eps
.eps
.png
.png

spot または cmyk
spot または cmyk
spot または cmyk
rgb
rgb

.png

rgb

エンボス用には、ロゴの白抜き（反転）バージョンが適しています。

プロジェクト用に、ロータリーのロゴを他団体のロゴと一緒に使ってもいいですか
はい。ロータリークラブがそのプロジェクトに協力団体またはパートナー団体として関与している場合、クラブは、他
団体のロゴとロータリーのロゴを組み合わせて使うことができます。他団体のロゴと一緒に使用する際の正しい表示
方法は、ガイドライン資料をご覧ください。

ロータリーの歯車に 3D デザインが使われているのを見つけました。このデザインを印刷物に使いた
いのです が、高画質ファイルはありますか
それはロータリーの公式ロゴではないため、印刷用に使うことはお控えください。

ロータリー財団のロゴは変わったのですか
はい。ロータリー財団は、ロータリーの新しいビジュアルアイデンティティの一環として、さまざまなカラーオプションが
可能な新しい財団ロゴを承認しました。免許取得業者は、商品を新しいデザインに移行する間、2015 年 8 月を期限
として従来の財団ロゴ入り商品を引き続き販売することができます。

カラーパレット
ロータリーの新しいビジュアルアイデンティティに使用する色は、どの資料を参照したらよいですか。
ロータリーの公式なカラーパレットは、「ロータリーを生き生きと表現しよう：「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガ
イド」をご参照ください。
この「ガイド」には、Pantone の色指定（印刷用）、RGB（デジタル画像）、CMYK（4 色プロセス）、ヘックスカラーコー
ド ( ウ ェ ブ ） が 記 載 さ れ て い ま す 。 た だ し 、 Adobe 社 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン 用 の ASE フ ァ イ ル は 、 E メ ー ル
（graphics@rotary.org）でご請求ください（これらのファイルをアプリケーションにローディングする際は、Adobe の説
明書をご参照ください）。

フォント
ロータリーの公式フォントは何ですか
ロータリーのビジュアルアイデンティティのための新しいフォントは、「ロータリーを生き生きと表現しよう：「ボイス」とビ
ジュアルアイデンティティのガイド」に掲載されています。ロータリーは、RI とロータリー財団の資料でライセンスフォ
ントを使用しますが、ライセンスをお持ちでなく、購入のコストに問題がある場合は、OS に標準搭載されている以下
の無料のフォントもお使いいただけます。
ライセンスゴシックフォント（Mac、Windows PC 用）— 中ゴシック BBB、太ゴ B101、見出ゴ MB31 ライセンス明朝フ
ォント（Mac、Windows PC 用）— リュウミン L、太ミン A101、見出ミン MA31 OS 標準搭載の無料ゴシックフォント
（Mac 用）— ヒラギノ角ゴシック W3、W6、W8 OS 標準搭載の無料明朝フォント（Mac 用）— ヒラギノ明朝 W3、W6
OS 標準搭載の無料ゴシックフォント（Windows PC 用）― HG P ゴシック OS 標準搭載の無料ゴシックフォント
（Windows PC 用）— MS P ゴシック OS 標準搭載の無料明朝フォント（Windows PC 用）― HG P 明朝 E OS 標
準搭載の無料明朝フォント（Windows PC 用）— MS P 明朝 OS 標準搭載の無料ゴシックフォント、ウェブサイト用
（Mac、Windows PC 用）— メイリオ 欧文ライセンスフォント（Mac、Windows PC 用）— Frutiger LT STD、Sentinel
欧文無料フォント（Mac、Windows PC 用）— OPEN SANS CONDENSED、Arial Narrow、Arial regular、Georgia

細い書体は本文、キャプションなどに、太い書体は、タイトル、大見出し、中見出しなどにお使いください。その他、二
次的ナビゲーションやインフォグラフィック、ロータリーのロゴと組み合わせたり、識別子として使用したりする場合に、
強調の度合いに応じて文字の太さをお選びください。

ロゴの中に使われている「Rotary」の文字にはどのフォントを使えばいいですか
」の文字にはどのフォントを使えばいいですか
ロゴの中に使われている「
ロゴに使われている「Rotary」の文字はアートワークであり、フォントではありません。複製せずに、ロータリーのウェ
ブサイト(www.rotary.org/ja/brandcenter)からダウンロードしたものをお使いください。

写真
ロータリーの活動の様子をとらえた写真をどこからダウンロードできますか
ロータリーのウェブサイトおよびブランドリソースセンターには、ロータリアン、ロータリーのプロジェクト、恩恵を受け
た地域社会の人々などの姿を生き生きととらえた写真が数多く掲載されています。

ロゴ入り商品
免許取得業者が簡易ロゴ入りの商品を販売することはできますか。
はい、できます。免許取得業者は、表面積の小さい製品、または特定の刺繍製品に限りロータリーの簡易ロゴを入
れて販売することが許されています。簡易ロゴは、主にデジタル表示または小型の印刷物のためのものですが、免
許取得業者が、ロータリーの徽章を 1.27 センチ未満の大きさに複製する必要がある場合、またはロータリーの徽章
を小さく刺繍する必要がある場合には、代わりに簡易ロゴを用いてよいことになりました。ただし、できる限りロータリ
ーの公式ロゴを使用するよう奨励されています。

刺繍用のテンプレートはありますか
RI の免許取得業者にお問い合わせください。 https://www.rotary.org/myrotary/ja/licensed-vendors

ピンを製造して販売したいのですが、どうすればいいですか
RI の免許取得業者にお問い合わせください。 https://www.rotary.org/myrotary/ja/licensed-vendors

今後、さらに変更が加えられた場合、ロータリーはそれをどのように免許取得業者に伝える予定です
か
今後、「ロータリーを生き生きと表現しよう：「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド」、あるいはプログラムまた
はそのほかのロゴが変更される場合、ロータリー職員が、ロータリアンへの連絡に先駆けて免許所得業者に連絡し
ます。

その他
ロータリーのウェブサイトに関する質問・意見・コメントはどこに連絡したらいいでしょうか
ロータリーのウェブサイトから連絡用フォームに記入してご提出ください（フォームの下部にある「お問合せの種類」で
｢Brand Center」を選択してください）。

