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No.345 みでぃー
みでぃと申します。赤い
椿と中世ファンタジー
の剣と盾のモチーフの
パ紋お願い出来ますか
？お笑いも大好きです。
という訳で出来たのは、
剣と盾の椿です。あらカ
ッコいいわこれ。
一度家紋の歴史をググ
った事があるのですが、

家紋も、ヨーロッパなどの紋章も成り立ちは非常に似て
るんですよね。人は言葉に表せない何かつながりのような
目に見えないモノを形として残したいのかもしれませんね。

No.334 ゆう
名前は『ゆう』です♪お
笑いは. . .グランジとい
うトリオが好きで、音楽
はロック系が大好きで
す☆欲張りですが、猫と
お笑いと音楽が大好き
です(^ ^ )宜しくお願い
致しますm(_ _)m
という訳で出来たのは、
グランジの3人を猫に

見立てたロック（鍵に）してみましたよ。３人の結束の堅さ
なのか、鍵は開いてませんけどね。

No.184 ほたる
名前は「ほたる」、好き
なものは野球(ヤクルト
スワローズ)、猫、ミステ
リです！お時間ある時に
宜しくお願いします！
という訳で出来たのが、
つば久郎に猫の髭をつ
けた、キャラクターにな
りました。寝台特急ほた
るなイメージで。頭の上
を飛ぶツバメがアクセン
トになってます。

No.370 KII
名前は｢KI I ｣、好きな物
は｢ゴルフ、細胞(バイオ
テクノロジー)｣です。
という訳で出来たのは、
ルフとバイオテクノロジ
ーな雲に、バイオなパタ
ーがバイオ工場のよう
にもという感じです。

No.313 RINA
好きな芸能人は遊助で
向日葵とONE PIECE
が好きです( * ^ ^ * )よろ
しくお願いします♡
という訳で出来たのは、
遊助さんも大好きなひ
まわりを、ONE PIECE
のサウザンドサニーゴ
ーを意識しつつ、ライオ
ンにして遊助さんのヒゲ
をつけてみましたよ。
MX-TVじゃないよ。

No.30 たえ
タエさんのパ紋はネコ
が好きという事で、猫じ
ゃらしを稲の家紋風に
アレンジ。
大胆にも中央に配置さ
れた鈴はドラえもんの
鈴なんだとか。コロコロ
や、スチャラダパーが好
きで、楽しい感じという
オーダーでこさえたらこ
うなった。だから、タエ
の文字はコロコロ風。

No.31 あめこ
あめこさんのパ紋は、北
欧の国旗、パンダが好
きという事で、紋章風に
パンダを配置。
パンダのしっぽが左右
で白と黒で違うのはミ
スだったんだけど、改め
てみたらいい感じだっ
たのでそのまま採用。
しかし近年まれにみる
いい作品に仕上がった
と思っているのは自画
自賛。

No.363 R.H
FUJIWARAと犬とガリ
ガ リ 君 が 好 き で す
(≧∀≦ )名前はR.Hとイ
ニシャルにしてもらいた
いんですがイィですかね
ぇ…？
という訳で出来たのは、
ガリガリくんとＦＵＪＩ
ＷＡＲＡの原西さんがく
っついたら、犬のおもち
ゃのボールになりました。
どことなく横尾忠則さん
風に仕上がりました。 



N0.182 ゆっこ
名前は「ゆっこ」で、好き
なものは…ジャニーズ、
果物のすいか、数字の
15とか。ぼんやりです
が、お願いします！
という訳で出来たのは、
スイカに立てられた旗
は、ジャニーズのピラミ
ッド社会を制した制し
た証。ってスイカしか描
いてないなこりゃ。

No.51 晃
GUINNESS BEERと
四 葉のクローバーで
ROCKな感じで、名前
は「晃」と書いて「あきら」
です。
という事で、出来上がっ
たのはアイルランド（ギ
ネス）なクローバーに、
ロックなトランプ柄を隠
しつつ。って事で、クロ

ーバーなんだけど、一つ枝が出てるトコはスペードだった
り中がハートだったり、そのクロスされてるところが名前で
隠れてますが、ダイヤだったり、意外に詰め込んでますな。

No.18 神田
確か、鳩が好きという事
で、何故タクシーの行灯
風なのかは今となって
は謎だが、タクシーと言
えば行灯という事で。単
に鳩の画像を検索して
たんだけど、ピンと来な
くて、ハトサブレを検索
したらいい感じのハトサ
ブレが出てきたのを覚

えています。中学生が先生にお土産と行って手描きのハト
サブレの絵をプレゼントしてたんですが、そのハトの具合が
とてもわいかったってのを反映さえてるとかいないとか。

No.44 ゆちゃ
「ゆちゃ」と称してまして、
サザンと明石家さんま
師匠が大好きです♪♪
♪　そんなイメージで
お願いできますか？
という事なので、出来上
がったのは大漁旗をモ
チーフに、大好きなサザ
ンの海で、さんまさんを
踊らせて、波の中にこっ
そりとゆちゃと名前をキ
リン方式でかくしてみま
した。

No.49 誠裕
名前は「誠裕」「ともひ
ろ」です。好きなものは
「たま」「ゆらゆら帝国」
(音楽)「うずまき」「茶の
味」(映画)「カリカ」「犬
の心」(お笑い)です。
という事で出来上がっ
たのは、うずまきと犬。
よく見るとツタがDを型
どっていますが、実家が

電気やという事で電気のDです。これまた喫茶店の看板っ
ぽくなりましたね。あの吊るしてある感じの看板です。
ってどの？

No.179 ちなみ
名前は、ちなみ　▼バッ
トマンなど、アメコミが
好きです!よろしくお願
いします^^
という事で出来たのは、
バットマンのマークを少
しかわいくアレンジして
みましたよ。アメコミに
も影響を与えている鳥
山風味で味付けしてみ
ました。ってそこはスト
レートにアメコミでいい
んじゃ…。

No.120 イツミ
名前は「イツミ」好きな
モノは雷、武器(刀、メリ
ケンサック、鎖鎌etc)あ
たりで残虐なイメージ
のものをお願いしたい
です。
という訳で出来たのは、
鎖がまでもっこうを。中
に雷様の太鼓をイメー
ジして。もっこうと、おう

のはこの丸を二つ足したような形の事なんだけど、120個
目にしてやっとそういう用語を知るという無知さ。しかしイ
カツく出来ましたね。気に入ってます。

No.105 123
好 き な も の は O N E 
PIECE、うどん、プリン、
こち亀とかです。名前は
「123」でお願いしたい
のですが大丈夫でしょ
うか？色は紫、黒、ピン
クあたり。
という事で出来たのは、
プリンをONE PIECE
の海賊旗風に。かわいく

なりました。うどんやこち亀は反映されてないように思われ
ますが、うどんの白、こち亀のドタバタ感が骨の辺りに出て
やしませんかね？あ、紫や、黒は反映してませんね。



No.177 ボン
名前は「ボン」好きな物
は地元「神戸」です。自
分の神戸好きポイント
は海と山です。
という事で出来たのは、
異人館の風見鶏をモチ
ーフに、しっぽが神戸の
海を表し、足の間は六
甲山をイメージしていま
す。修学旅行で行ったな
ぁ異人館。坂を上った
印象しかないけど。

No.134 FUJI
ではお言 葉に甘えて
( ^O ^ )同じデザインで
色を薄紫に。そして中の
文字を「富士山のロゴ
風」にしてもらう事は出
来ますか？わがまま言っ
てすいませんm(_ _)m
という事で出来たのは、
藤色の桜にゾロの刀。
中には湖面映る逆さ富
士。どこにもFUJ Iと書
いていないけど、FUJIっ
て分かるよね？分かって！

No.22 美幸
カエルの好きな美幸さ
ん。いや、カエルが好き
だとは一言も言ってい
ないんだけどね。
ハート型の睡蓮の葉の
上でくつろぐカエルさん。
ゲコゲコ鳴くからお酒
は弱いんだとか。
何島美幸なのか、美幸
セプテンバーラブなの
か、誰も知らない、知ら
れちゃいけないんだとか。

No.22 美幸
カエルの好きな美幸さ
ん。いや、カエルが好き
だとは一言も言ってい
ないんだけどね。
ハート型の睡蓮の葉の
上でくつろぐカエルさん。
ゲコゲコ鳴くからお酒
は弱いんだとか。
何島美幸なのか、美幸
セプテンバーラブなの
か、誰も知らない、知ら
れちゃいけないんだとか。

No.373 さえき
さ え きと 申 し ま す。
base芸人さんのロゴで
原専さんを知りました。
憧れの原専さん、よろし
ければ私にもパ紋を！
(^o^)丿好きなものは
「神戸（出身）」[スイカ」
「睡眠」「ラーメンズ（芸
人）」です＾^
という訳で出来たのは、

神戸の花サザンカに風見鶏をラーメンズが好きそうな感じ
でシンプルに。風見鶏のしっぽは神戸港の波をイメージし
ています。 

No.133 ゆっち
ゆっちです。桜が好きな
ので、桜をちょっとカッ
コ良くしてもらえると嬉
しいんですが。他にもも
う少しあった方がいい
ですか？あとアニメ『ワ
ンピース』が好きです。
ゾロとかチョッパーとか。
そんな感じでは無理で
すか？

という事で出来たのが、サクラなゾロで、中に"ゆ"の文字で
。ゾロザクラ。桜をちょっとカッコよくするつもりが、だいぶ
カッコよくなってしもうたね。ガッハッハ。

No.21 しまやっこ
しまやっこさんのパ紋。
しまやっこやっつってん
のに、何これ、島らっき
ょじゃん！単なるダジャ
レやないの！という感じ
ですが、どこかの島らっ
きょ農家の方、ラベルに
して使いたいという方が
いましたらご一報を。中
の文字をしまらっきょに
しますんで。

No.119 まいこ
私もオーダーさせてく
ださい！！名前は「まい
こ」好きなもの：ワイン、
イタリア、サッカー、犬で
す。宜しくお願いします
！！
という事で出来たのが、
イタリアンなワインをサ
ッカーエンブレム風に、
犬が鷲掴みしたワイン

ボトルのラベルなのか、サッカーチームのエンブレムなの
かとにかくカッコいいのができました。



No.322 夢路
好きなものは、なまはげ
と岡本太郎です。名前は、
ツイッターで使っている
「夢路」にします。仕事し
ながら拝見しております。
という訳で出来たのは、
太郎さんの太陽の塔が
なまはげって感じです。
でも、包丁が赤いから刺
しちゃってるよね。

No.148 KJ
名前はkjで、好きなもの
はコーヒー、ねこ、目、赤
色など。よろしくお願い
致します。
という訳で出来たのが、
三毛猫の手とコーヒー
豆をリーフに。分かると
思うけど、三毛猫の模
様がコーヒー豆ね。いい
感じで煎られてるっしょ。
これまたカワイク出来た
のでお気に入りです。

No.204 YOU
好き：清志郎（スローバ
ラード）　岡本太郎（太
陽の塔）猫　山　名前：
YOU　ちょっと欲張り
でしょうかw 無理でした
ら減らします＾^ よろし
くお願いいたします。
色は紫好きです。
ということで出来たのが
コチラ。忌野清志郎さん

がパフォーマンスでマイクをグルングルンする様を、太郎
さん風の顔に落とし込んでみましたよ。ぼくもどちらも好
きなので出来上がったこのパ紋も気に入っていますね。

No.376 ななまるはち
名前は『ななまるはち』
です。好きなものは、ダ
ーツ・麻雀・競馬・漫画
のNANAです。統一感
が無くて申し訳ないで
すが、作っていただける
のであればよろしくお願
いします。
という訳で出来たのは、
イーソーをぐるりと蹄鉄

が囲んでますよ。金運アップに黄色を入れています。蹄鉄
の穴の数はナナとNANAです。 

No.361 レオ
趣味は釣り、オーディオ
(ヘッドホン)、カメラ、自
転車、サッカー観戦です
。好きな音楽:SUM41、
漫画: HUNTER×HU
NTER、他に、バスケ、柴
犬が好きです。イメージ
カラーは黄色を中心に
お願いします。レオ
という訳で出来たのは、

サッカークラブのエンブレム風に、クラピカの衣装やら、
ヘッドフォンやらをあしらってみましたよ。さきっちょはも
ちろん釣り針になってますよ。

No.359 KANA
名前はKanaで、リラッ
クマと歌手のＨＹが好
きです！よろしくお願い
します☆
という訳で出来たのは、
沖縄の浜辺につけたリ
ラックマの足跡が、貝に
なった感じです。裏には
しこたまデカい真珠が
あるんでしょうかね。し
かし沖縄らしさって他に
もあっただろうにとは言
わないでね。 

No.63 ふみか
ふみかと猫とピアノって
感じなのですが、お願い
致します！
って事で出来上がった
のは、猫の手がピアノの
鍵盤になってます。ピア
ノの鍵盤はイニシャルの
Fだったりして。ってか
食パンに見えてしょうが
ねぇなこりゃまたありゃ
また。

No.307 チャーチャン
好きなものは、ビールと
音楽です!お時間ありま
したら、よろしくお願い
します。「フジファブリッ
ク」というバンドが好き
です!
という訳で出来たのは、
ビールのラベル風にス
トラトキャスターを配置
してまんねん。べらぼう

にカッコいいのが出来てしもうたわ。ってかフジファブリ
ックらしさはどこなんだろうか？ギターか。



No.198 たいぞう
これまた同期のたいぞ
うのん。たいぞうくんは
画家でもあるんだけど、
昔からずいぶんとかしこ
くなったなぁ。番組で一
緒に絵を描いたんだけ
ど、楽しかったね。同じ
方向をむいているのが
分かった。で、パ紋はも
うダジャレですわ。鯛と

象でたいぞう。実家が讃岐うどんやなので、象の鼻はう
どんを、香川の漁業を鯛で表しているとかいないとか。同
期の作ろうと思って、真っ先に思いついたわ。

No.197 烏川耕一
これはよしもと新喜劇
の烏川耕一くん。これま
た同期。No . 193以降
の同期シリーズは関西
テレビの特番用に勝手
にこさえてねじ込んだよ。
で、烏川くんは新喜劇で
口笛吹くな！とか、ひょ
っとなどといじられてい
るキャラクターの持ち

主で、まその見た目重視なパ紋に仕上げましたよ。って
ただのひょっとこやないかい！文字の取り方がなんとな
く顔に見えるように、気をつけているつもり。

No.192 千原ジュニア
昔はジャックナイフと呼
ばれ、今ではすっかりバ
ターナイフだと言われ
ております。しかしすっ
かり丸くなったかと言え
ばそうではないと思う
のです。どちらの側面も
ある。ジャックナイフの
持つところにJと入れて

いるのは、まだまだ持ち替えてないという意味も込めて。
真ん中にドクロでもと思ったのですが、宮古島好きにち
なみ、うずまきサンドを。宮古島は好きやけど、名物のう
ずまきサンドが好きとは言うても聞いてもないけどね。

No.186 野性爆弾・川島
これはイベント用にこさ
えてたものなんだけど、
事情によりイベントが延
期？か無くなってしまい
ました。野性爆弾の川
島くんなんだけど、昔、
コンビのマークをこさえ
た時に、腹に爆と書いた
だるまにしてたんだけど、
そのイメージからか、ま、

昔からあのお腹がどうにもだるまに見えるもんだからな
んだけど、極力線の少ないダルマです。お腹に川の字が
入ってますね。

No.191 ケンドーコバヤシ
これはケンドーコバヤシ
くんの。以前のモノもい
いんだけど、全国的に売
れたので、もっと抽象化
してやりました。基本は
剣道の防具についてる
模様を意識しつつ、男ら
しい炎とコバの文字を。
なんとなく顔に見えなく
も無いように意識しつ
つデザインしてみました。

No.189 サバンナ・八木
これはサバンナの八木
くん。有酸素運動マンの
時に赤いタンクトップを
着ているのでそのイメ
ージから。後ろの三本
線はアディダスのジャ
ージをイメージしつつ
家紋らしく。八木という
文字がなんとなく顔に
見えるようにも気をつ
かっているとかいないと
か。

No.187 野性爆弾・ロッシー
これは野性爆弾のロッ
シー。城野なのでお城
の天守閣と"の"の文字
で、天守閣からは八重
歯が覗いていますな。滋
賀出身なので、彦根城
ですかな？そういえばひ
こにゃんも兜かぶってた
けど、取り立てて何もな
く、でもお城がある地域
って、お城に頼るよね。
滑舌の悪さを具象化で
きれば良かったな。

Np.188 サバンナ・高橋
これはサバンナの高橋
くんの。京都出身で、う
どん好きとなりゃ、おっ
きなおあげさんのキツ
ネうどんでしょ。自身も
うどん亭きつねというキ
ャラクターでネタをする
程なので、高橋くんイコ
ールうどんになってしも
うた。他には太鼓持ちと
いう事で太鼓でもいろ
いろ考えてはいたんです
けどね。



No.145 はりけ～んず・新井
これまた芸人の、はりけ
～んず・新井さんです。
好きなモノは、阪神タイ
ガースと漫画のコブラ
が大好きです。
という訳で出来たのは、
コブラのラグボール時
のヘルメットをモチーフ
に、阪神カラーにしてみ
ました。ヘルメットと言
えばAraiですし。

No.111 寿
『青色系』『曲がる』『猫』
『戦国』、名前は漢字で
『奏』でお願いしたいで
す。
という事で出来たのが、
寿という文字を猫の兜
の様にデザインしてみま
した。シンメトリーにし
ているので、あまり寿感
がありませんが、寿だと
いえばそんなもん通じ
るのです。言ったもん勝ち。

No.357 アサリコ
赤、黒猫、エヴァ、ミッシ
ェルガンエレファント、
マキシマムザホルモン
が好きです！あとどこか
に星（☆）を入れていた
だけると嬉しいです！名
前、あさりこ。
という訳で出来たのは、
マキシムな文字に、スコ
ティッシュフォールドの
シルエットを模したプラ
グスーツの背中ですな
こりゃ。

No.25 クニヨシ
エヴァ好きのクニヨシさ
んのパ紋。なにもエヴァ
だけならこんなラミエル
みたいにはしませんよ。
テクノやピコピコが好き
という事で、使徒の中で
も一番テクノな感じのラ
ミエルをイメージしてみ
ました。クニヨシとカタ
カナで名前を入れてい
ますが、韓国の国旗をオ
マージュしているんだと
か。（本人談）

No.169 ラムチョッパー
ヘリコプターを写真に
撮るのが大好きです(ミ
リタリーもののヘリは苦
手) 羊の回転翼の意味
も兼ねて、ラムチョッパ
ー(通称ラム)と言う名
前でマニア活動してます。
という事で出来たのは、
ダビンチのヘリの渦が
羊の角のように見えま
しすね。Lambじゃない
のは誤字じゃないですよ。

No.64 M本
名前・M本 好きな物・
松、カープ、広島、プロレ
ス、大喜利。
という事で出来上がっ
たのは、松と鯉がM本と
かたどり、鯉のシルエッ
トがイニシャルのMを表
現しています。広島とい
えばカープ、カープと言
えば鯉、鯉と言えば錦

鯉、錦鯉の脇には松の盆栽が。って事で日本家屋にありそ
うな盆栽ですね。という大喜利の答え。これだけ説明して
もチンプンでカンプンだったりね。

No.354 HINA
名前は「ヒナ」で、好きな
モノは東京事変とエヴ
ァンゲリオンと和モノで
す。 統一感が全くなくて
ごめんなさい。
という訳で出来たのは、
ほぼエヴァのみですが、
色使いに東京事変を意
識してまんねんという言
い訳。　

No.65 江口寿史
何と！あの漫画家の江
口寿史さんのんですよ！
手塚治虫、あしたのジョ
ー、赤塚不二夫、小説で
は太宰治、星新一、鬼平
犯科帳、絵はアンディ・
ウォーホル(最初期と後
期を除く)、ウルトラマン
など（以下省略）で一度
目はゴチャゴチャでボ

ツりました。イニシャルのEで、江を、下が口でウルトラな感
じにした所、気に入っていただけました。足を向けて寝てた
覚えはありませんが、これからも足を向けて寝ません。



No.169 ラムチョッパー
ヘリコプターを写真に
撮るのが大好きです(ミ
リタリーもののヘリは苦
手) 羊の回転翼の意味
も兼ねて、ラムチョッパ
ー(通称ラム)と言う名
前でマニア活動してます。
という事で出来たのは、
ダビンチのヘリの渦が
羊の角のように見えま
しすね。Lambじゃない
のは誤字じゃないですよ。

No.67原田専門家
好きなモノが反映され
てるかというと別にそう
でもなかったり。ま、子
供の頃はずっと空を見
てた。雲が好きで自由研
究にはほとんど雲の写
真を載せてたな。だから
なのか、雲に乗ってるね。
ま、ハラセンと略した時
に仙人っぽさがでたら
いいかなというだけのよ
うな気もしないでもな
いけどね。

No.347 サトシ
さとしといいます。深夜
ラジオとジョジョが好き。
という訳で出来たのは、
ジョジョです。深夜ラジ
オのステッカーっぽい
かんじでってどこが？し
かし、荒木飛呂彦さんは
画力もさることながら、
そのストーリー展開が
スゴい。程よい引っぱり

加減、もう少し広げてもと思う所でズバンと倒しちゃった
り。そうかと思えば何話ぶりかに再登場してきたりと、そ
のストーリーのパズル感覚は天性のモノだろうなぁ。

No.305 やきそばかおる
これはやきそばかおる
さんに、お会いした時に、
名前からも好きなモノ
は、やきそば、動物、本
や紙、昭和歌謡というキ
ーワードを頂いていま
したので、焼きそばを食
べる人と動物。昭和歌
謡な書体で名前をいれ
てみました。そらまめみ

たいなキャベツと、風車のような紅ショウガが焼きそばた
る所以なんだって（作者談）

No.220 カオル
私の名前はカオルです。
好きなものはロックミュ
ージックとお花、特徴は
髪が黒くて長くて前髪
がぱっつんです。よろし
くお願いいたします。
という訳で出来たのが、
黒髪パッツンに、ロック
という事でブランキー
の青い花より青い花で。
勝手に姉妹作品になっ
てしまいましたが、これ
も大のお気に入り。

No.341 スピードワゴン・小沢
あの、スピードワゴン小
沢さんのパ紋ですよ。コ
ンビ名からも分かる通
り、大のジョジョ好き、
ジョジョ芸人としても有
名な程ジョジョ好きな
のと、あの天性のハスキ
ーヴォイス。ってことは
カラッカラって事で、ジ
ョジョの石仮面ですが、

顔は小沢さんとスピードワゴンをあわせてます。つまりス
ピードワゴン小沢さんの石仮面です。下にSPWとスピー
ドワゴン財団風にコンビ名も入れています。

No.149 加代子
ときメモGarl 's side3
の設楽先輩とスパゲテ
ィが大好きです。みに名
前は加代子です！
という訳で出来たのが、
花札のススキをスパゲ
ティに見立てて、フォー
クの模様に小さくなって
しまいましたが、ときメ
モGSの花が。色は設楽

先輩のブレザーの色で。ホントにフォークに小さく花をプ
リントしてますねん。ぜひ大解像度で見て欲しい。

No.218 ミキコ
名前は実岐子（みきこ）。
お酒全般、化粧品、西宮
が好きで元キャビンア
テンダント、2児の母。
という訳で出来たのが、
CA風のお酒とも香水の
瓶ともとれるシルエット
が、新たな航空会社の
ロゴ風に。空の青さと、
大地の黄色に映えるピ
ンクのCA。これまたお
気に入りのが出来まし
た。

No.336 Lady Gaga
普段はその人の好きな
モノを織り込んで形にし
ているのですが、コト有
名人に関しては、その方
の名前がすでにアイデ
ンティティであり、似顔
絵や、イラストなんかよ
り名前だけで十分なの
で、ロゴ化された似顔絵
なんですが、それが僕の

いうパ紋なんですが、ガガさんのイメージといえば、奇抜、
生肉、目を描くといったモチーフから、ガチョーンポーズの
手に、岡本太郎さんのように奇抜に目を描いてみましたよ。


