日加修好９０周年記念公式ロゴマーク使用認定申請書
Application for using the official logo for 90th Anniversary for Japan-Canada Diplomatic Relations
No. of receipt:
No. of recognition:
/
/
(dd/mm/year)

For official use only
（Application Number）

団体名
Name of
Organization

和文:

English:

団体の区分
Category of
Organization

代表者名・
肩書
Name and Title
of
Representative

当てはまるものに○をしてください。
Circle all that apply:
Non-Profit Organization / Corporation / School / Public Service / Local Government &
Affiliated Institution / Government
Other (
)
和文:

English:

担当者名・
肩書
Name and Title
of Point of
Contact

和文:

問合先
Contact
Information

住所

English:

Address

使用計画

電話番号 TEL
Fax 番号 FAX
E-mail
HP アドレス Website
和文：

Logo using
plans

媒体：
English:

Media：

備考欄
Note

(
(

)
)

-

在カナダ日本大使館 宛
ロゴマークの使用にあたっては，下記全ての注意事項を理解し，順守することを誓約
します。
【注意事項】
１ ロゴマークの配色，デザイン変更は認められません。デザインを変更しない前提で
の拡大・縮小及び白黒版への変換のみ可能です。
２ 使用用途は，①特定の政治的主義主張の普及，特定の政治活動や選挙運動，宗教の
布教を目的としないもの，②公共の秩序，善良な風俗を害さないもの，③使用の主目的
が営利追求でないものに限ります。したがって，ロゴマークを使用した関連グッズの販
売は許可しません。
３ ロゴマークの使用にかかる経費については，申請者側が一切の責任を負うものとし
ます。
４ ロゴマークに係る諸権利及び著作権に関する全ての権利はすべて日本国外務省及び
カナダ・グローバル連携省に帰属します。
５ 当該ロゴマークの使用が承認されたことによって，日本国外務省，在加各公館，カ
ナダ・グローバル連携省，在日本国カナダ大使館が，ロゴマークが使用された広報媒体
等について何らかの責任を追うことは一切ありません。
６ 在カナダ日本大使館が使用の承認を取消した場合，取消しの日から使用することは
できなくなります。
To Embassy of Japan in Canada
(name of group)
when using the logo.

pledges to comply strictly with the terms below

1. The applicant shall not alter the design or color scheme of the logo.
2. The logo will not be used to advocate any particular political ideology or religion, nor
will it support any political activity or election campaign, nor will it violate public order or
standards of decency. The applicant shall not use the logo for commercial purposes,
e.g., by marketing the logo or using it in support of commercial activities.
3. The applicant shall be responsible for all aspects of using the logo, including bearing
all related expenses.
4. All rights in relates to the logo including copyrights belong to Ministry of Foreign
Affairs, Japan and Global Affairs Canada.
5. Ministry of Foreign Affairs, Japan and Global Affairs Canada will not be responsible
for any use of the logo by other parties.
6. In case Embassy cancels the approval for the submitted usage, the logo shall not be
used as of the day of cancelation.
署名

Signature

年月日

Date

