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アプリケーション（名刺）

■名刺デザイン例
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アプリケーション（レターヘッド）

■レターヘッドデザイン例

学長・理事長用
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大学用

アプリケーション（封筒）

■封筒デザイン例（定型洋型長 3 号） 

学長･理事長用（欧文） 学長･理事長用（和文）
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アプリケーション（封筒）

■封筒デザイン例 (定型外角形 2号 )

大学用
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大学ロゴの活用例 001

■椅子カバー

■テーブルクロス

パイプ椅子用のカバー。
スクールカラーに欧文コンビネーションロゴを
配し、会場の後からの視線にアピールします。

長テーブルに被せる大判テーブル
クロス。説明会、発表会などで、
大学ブランドをアピールします。

■バックパネル
会場の壁面を使い、和文・欧文のロゴ
と共に、学章とスクールカラーを一堂
にアピールします。

※大学ロゴの活用例としてデザイン案を示します、ロゴを活用する際に参考としてください。

■水･水 合格
受験生の気持ちに応えるネーミン
グのナチュラル･ウォーター。富
士山の裾野に位置する環境を印象
づけるのにも好適なアイテム。

■不織布バッグ
発表会の資料やオープンキャンパス時
に大学資料を入れるなどの用途に使用。
白地に欧文コンビネーションロゴをデ
ザイン。老若男女、持ち手を選ばない
バッグです。



大学ロゴの活用例 002

■創立 60 周年記念 CD ■ID カード類

■電飾看板

■エンボッサー
レターヘッドやメモ用紙、ハガキ
などに欧文コンビネーションロゴ
を押し印。

JR 八王子駅の電飾看板。
スクールカラーの TU エメラルドと大学サブカラーの TU ブルーで構成。

ID 番号

部     署

氏    名

Photo

学籍番号

学　　科

氏　　名

Photo

教職員用

学生用

※大学ロゴの活用例としてデザイン案を示します、ロゴを活用する際に参考としてください。



大学ロゴの活用例 003

■Tシャツ･ポロシャツ

■クリアファイル

■フラッグ

■マグカップ

■扇子

学生用のTシャツは、サブカラーの TUイエローを効果的に使用。
教職員用のポロシャツは、胸にワンポイント使い。

中身のを見せるクリアタイプと
ブラインドする TUエメラルドの
2種 2色使いを想定。

TU エメラルドの欧文コンビネー
ションロゴの他、金刷りも想定。

大学サブカラーの TUブルー地に
学章を TUエメラルドで
小紋柄にした扇子。

TU エメラルドに白抜きで和文コンビネー
ションロゴ、白地に TUエメラルドで欧文コ
ンビネーションロゴという 2種を想定。

※大学ロゴの活用例としてデザイン案を示します、ロゴを活用する際に参考としてください。



パワーポイントを使用して資料などを作成する時は、この基本フォーマットに則り作成してください。

パワーポイント基本フォーマット

■表紙（教職員用）

■表紙（学生用）

■中面（教職員用）

■中面（学生用）

Title Space

Sub Title

Contents

Contents
Title Space

Sub Title



広告媒体（紙媒体）へのコンビネーションロゴは、基本的に和文ロゴを使用し、紙面左下に配置してください。

使用する媒体のサイズが変わる場合は、下記 A4 縦サイズのレイアウトを参考にして、使用してください。

広告展開フォーマット

12mm

10mm

6mm

60mm

210mm

A4 W210×H297mm

広告展開スペース



広告媒体（紙媒体）へのコンビネーションロゴは、基本的に和文ロゴを使用し、紙面左下に配置してください。

広告展開フォーマット

公 立 大 学 法 人

728mm

最大 208mm
30mm
30mm

20mm

広告展開スペース

公 立 大 学 法 人

B2 W515×H728mm B1 W728×H1030mm

515mm

147mm
25mm

25mm

15mm

広告展開スペース
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