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清水区広報キャ ラクタ ー

シズラ デザインマニュアル

【 名称】

シズラ（ SHIZULLA）

清水の「 シ」 に方言の「 ズラ」 を合わせた造語。

横向き立ち姿がひらがなの「 し 」 の字になっている。

【 特徴】

静岡市清水区に生息する恐竜のよう な架空の生物

趣味　・・・ 　「 コスプレ」

特技　・・・ 　「 変色」 と 「 巨大化」

好きなこと 　・・・ 　「 サッ カー」 と 「 食べ歩き・ 飲み歩き」

【 制作者】

グラフィ ッ クデザイナー 田代 卓 氏

30数年もの間、 数々の作品を世に送り 出し ているグラフィ ッ クデザイナーです。

2歳から高校卒業までの最も多感な時期に旧清水市で育った経歴を持っている方です。

立派な清水区広報スタ ッ フになるための研修をし てく れた、 シズラの「 し し ょ う 」 でもあり ます。



C:70   M :30   Y:0   K:0

Pantone 279 C

又は Panton 285 M

C:30   M :30   Y:30   K:100

全身

（ 基本）



全身

（ 基本）



全身

（ 正面 表情）



顔のみ

（ 正面 表情）



※
右向き画像データ あり

全身

（ 横 表情）



顔のみ

（ 横 表情）

※
右向き画像データ あり



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



背景色と の組み合わせ例

視認性に合わせ、 ロゴタ イプの色を変更し てく ださ い



K:55

K:100

全身

（ モノ クロ）



全身

（ モノ クロ）



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



K:100

全身

（ 線画）



全身

（ 線画）



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせ

上記の組み合わせ以外で組み合わせて使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



1 色刷り 用カラー線画

Pantone 485 C

Pantone 2603 C Pantone Reflex Blue C

Pantone 340 C Pantone 2995 C

Pantone 1817 C Pantone 151 C

Pantone 871 c Pantone 877 C

Pantone 377 C

Pantone Rubine Red C

Pantone 279 C

又は Panton 285 M

上記の色以外で使用し たい場合はお問い合わせく ださ い。



C:0   M :50   Y:100   K:0

Pantone 151 C

C:30   M :30   Y:30   K:100

みかん色シズラ



C:45   M :0   Y:100   K:25

Pantone 377 C

C:30   M :30   Y:30   K:100

お茶色シズラ



巨大シズラ

巨大シズラを使用する際は、 巨大シズラを使う 理由があると きに限り ます。

例： 富士山と 並べる、 大きな建物の横に並べる 等

C:30   M :30   Y:30   K:100

C:70   M :30   Y:0   K:0

Pantone 279 C

又は Panton 285 M



言わざる /聞かざる プレート

サッ カー

フラッ グ ジャンプ



セーラーシズラ フォーマルシズラ

ボーダーシズラ 次郎長シズラ



左上から

ビジネスマン・ 営業・ 寿司職人・ 写真家・ 消防士・ 農家・ 技術者・ 漁師・ 医者・ カフェ 店員・ コ ッ ク・ 大道芸人

お仕事シズラ



季節シズラ

左上から

さ く ら・ 梅雨・ 鯉のぼり ・ アイスクリ ーム・ 浮き輪・ 落ち葉・ みかん・ 雪だるま



清水の魅力

左上から

茶娘（ 青）・ 茶娘（ 緑）・ 茶飲み（ 青）・ 茶のみ（ 緑）・ 茶畑



左上から

航海（ 富士）・ 航海（ 夕暮れ）・ 航海（ カモメ ）・ 三保松原（ 青）・ 三保松原（ 橙）

清水の魅力



顔のみ



スポーツシズラ

左上から

柔道・ 空手・ 体操（ 着地）・ 体操（ 宙返り ）・ サッ カー・ テニス・ 水泳（ 飛び込み）・ ヨ ッ ト ・ 水泳（ 帽子）・ 水泳



スポーツシズラ

左上から

マラソン・ 卓球・ ボクシング・ 自転車・ レスリ ング・ バスケッ ト ボール・ 野球（ バッ タ ー）・ 野球（ ピッ チャー）・ バト ミ ント ン・ バレーボール



クレジッ ト 表記

キャラクタ ー使用時は

必ずクレジッ ト 表記をし てく ださ い。

クレジッ ト 表記最小サイズ



8mm

16mm 16mm

キャラクタ ー・ ロゴタ イプ最小サイズ

8mm



デザイン使用上の注意
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禁止事項

比率の変更は不可です。
マニュアルにない色への

変更は不可です。

輪郭線の太さ を変える

こと は不可です。

重ねる際は顔が隠れない

よう に重ねてく ださ い。

ぼかし 、

影の追加は不可です。 〇〇社

特定の商品名、 企業名を

PR し てはいけません。

変形は不可です。 反転は不可です。



注意事項

キャラクタ ー使用時は必ずクレジッ ト 表記をし てく ださ い。

※ デザイン上難し い場合は商品タ グでも可

クレジッ ト も指定のデザインを使用し てく ださ い。

( デザインマニュアル参照 )

キャラクタ ー・ ロゴタ イプには最小使用サイズがあり ます。

（ デザインマニュアル参照）
16mm

8mm



デザインマニュアルに示さ れている以外の、

ロゴタ イプと イラスト レーショ ンの組み合わせを使用し たい場合。

下記については、 事前にご相談く ださ い。

デザインマニュアルに示さ れている以外の

１ 色刷カラー線画を使用し たい場合。

他の要素と の接近、 交差がある場合。

巨大シズラを使用し たい場合（ 巨大シズラである理由が必要と なり ます。）

商品化に際し て、 デザインのアレンジや立体化を希望する場合。



お問い合わせ

営利目的の利用については、「 清水区広報キャラクタ ーデザイン利用に関する要綱」

による申請手続きが必要です。

商品化に際し て、 デザインのアレンジや立体化を希望する場合は、 ご相談く ださ い。

アレンジにより 制作さ れたデザインの著作権は、 清水区に帰属さ せるよう にし てく ださ い。

詳細は、 清水区地域総務課へお問い合わせく ださ い。

問い合わせ先

静岡市 清水区役所地域総務課 地域振興係

〒424-8701

静岡市清水区旭町 6 番 8 号

054-354-2028

smz-soumu@city.shizuoka.lg.jp


