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The emblem called a family crest to Japan is in each home. 
PAMON makes the family crest individually.
Das Emblem als ein Familienwappen in Japan ist in jedem 
Zuhause . PAMON macht das Familienwappen individuell .  

日本には各家庭に家紋と呼ばれるエンブレムがあります。
その家紋を個人向けにに作るのがパ紋です。
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No.229 シンジ
名前・シンジ/好きな
モノは、ワンピース/ス
カパラ/ハンバーグ/ち
なみに人見知りで、黒
縁メガネかけてます。
あと、ムーディー勝山
と保育園から同級生
でした。こんな感じで
どうでしょうか？
という事で出来たのが、

スカパラな眼鏡のムギワラがハンバーグをくわえてます
よ。バンキシャみたいになちゃった。って詰め込んだね。

No.215 猫月
猫と月とアラベスク模
様とターコイズブルー
が好きです。名前は猫
月でお願いしたいです。
という事で出来たのが、
猫さんが、月で眺めて
ます。月夜の晩にとい
ったかんじですかね。
日本では月ではウサギ
が餅をついているイメ

ージですが、どこぞの国では猫さんが何かしてる感じに
見えてるのかな？

No.530 Reika
名前：萌、好きなもの
は茄子とキャベツ。以
上です。出来上がり楽
しみにしています!
ナスとキャベツのまま
ですな。料理せぇって
な。しかしナスとキャ
ベツの料理って何があ
るんだろうか?一見す
るととてもベジタリア

ンなイメージですが、どちらの野菜も非常にお肉との相
性がいい事から、実は肉食 系女子だったりしてね。

No.283 chika
名前はch i kaで好きな
ものはパン、芸人の天津、
ネコ、クラゲが好きです！
ややこしいですが、お願
いします。名前はローマ
字でch i k aがいいです
☆よろしくお願いします！
という訳で出来たのは、
天津ってその天津かい！
ってのはナシで。クラゲ
にも見える猫の手が狙
ってますよ。 

No.673 WETFIBER
名前はwetfiberで、名
前からのイメージやメ
ガネ、紫紺をモチーフに
したパ紋をお願いでき
るでしょうか？雑然とし
たお願いで申し訳あり
ません。
紫紺で眼鏡つったらナ
スっしょナス。オナス。
オナスの眼鏡で、赤レン
ジャーになってますな。

No.558 ナヲ
名前ナヲ、テクノ、シンプ
ル、ドラクエ、シンプルな
テクノな感じの文字
新宿３丁目のファミコ
ン カ フ ェ バ ー 、
8bi tcafeの店長ナヲ
さん。ひょうたんみたい
な、スーパーファミコン
のコントローラーみた
いな８の中にナヲのお
名前。そして店名。黄ば
んだ（基盤だ）ファミコ
ンカラーで。 

No.710 GEN
名前 GEN 美容師、バ
ス釣り、帽子、メガネ、
髭 宜しくお願いします！
帽子と眼鏡、ひげのバ
ーバーだね。切られちゃ
うって事は無いだろう
けど、危ない位置にい
てるね。ま危険な男の
方がモテるしね。

No.484 直美
名前は直美で、好きな
ものはミニーマウスと漫
画ワンピースが大好き
です(*^^*)
という訳で出来たのは、
ミニーの海賊旗ですな。
リボンの水玉の所に隠
れミッキー的に名前が
入ってますよ。しかし云
われても名前気付きに

くかったかな？久しぶりにみたら、アレ？これ名前入って
ねぇ～じゃんって自分で思っちゃったよ。

http://8bitcafe.net 滋賀県草津市の美容室　Agnii



No.770 軽部真一
軽部アナのパ紋。眼鏡と
蝶ネクタイが特徴なの
で、フューチャー。オペ
ラ座の怪人や、レ・ミゼ
ラブル等、ミュージカル
がお好きという事で格
式高い色合いで。ご自身
でも歌うので、マスクは
歌っています。 

No.766 三宅正治
スポーツを連想させる
デザイン。スポ魂風では
なく、カワイイ感じでス
ポーツを表現してほしい
50歳だが可愛らしさを
残しておきたい。モノノ
フ（熱狂的なモモクロの
ファン）なので、モモク
ロの色をさりげなく散り
ばめてほしい。

スポーティーなカラーで、野球やバレー、競馬などと、もも
クロと。お酒も好きという事で蹄鉄がワイングラスだった
りしないかな。 

No.741 松尾由美子
ハーブティーと散歩好
き、鵢崎圏出身と、アナ
ウンサーという職業に
誇りを持っているとい
う事でしたので、ハーブ
とティーカップ。ティー
カップには三つ葉と、宮
崎県の県のマークをモ
チーフにしたワンポイ
ントを。そして、アナウ
ンサーの象徴としてア
ナウンスマイク。

No.743 カンニング竹山
もう名前でその存在が
ハッキリしている名前を
書けばいいんだけどね。
キレて大きく口をあいて
いる感じで、カンニング
が歯をイメジしています。
飛行機が好きだと言う
事で、竹山エアラインだ
ったらこんなマークかな
と言うのを全体的に意
識してみました。気に入
っていただけました。

No.742　平石直之
三国志が好きという事
で、三国志の武将風似
顔絵に。かといって横
山光輝先生が好きかど
うか分かりませんが、
間違いなく読んでいる
でしょう。そしてテニス
と数字、数学が好きと
いうので、兜の先には
テニスボール。ラケット
は数字に強くなるよう
百マス計算のマスにな
ってるとかいないとか。

No.765 生野陽子
趣味：旅行、習字。
好きなもの：温泉、手
紙。資格など、漢字検
定２級、中等師範免許
(習字)。休みの日の過
ごし方は思う存分寝る。
書道が得意という事で、
落款風の文字に温泉
マークと筆。旅のスタ
ンプのような雰囲気に
しました。腕前も確か
なので、花まるですね。

No.763　モアセブン
最先端技術からアート、
生活お役立ち情報ま
でジャンルを問わずワ
クワクする情報を届け
るコーナー。
イメージカラー：ピン
ク、緑、オレンジ
more7のMをかたど
った円の中に、辻や交
差点を彷彿させる七の

文字。M七。発見する目と、生活を支えるエプロンだったり、
閃きの電球だったりインタビューのマイクだったり。

No.764 加藤綾子
好きなもの：ミルクティ
ー・きれいな食器・お餅
ミルクティーが好きとい
うことで、紅茶の茶葉の
メーカーや、奇麗な食器
のプライベートブランド
的な。ピアノをが得意と
いうことでさりげなく鍵
盤を配置。クラウンの中
央がイニシャルのAにも
なっています。



No.274 すのみ
名前:すのみ(ちなみに
本名じゃないですｗ) 
好きなもの:チェンバロ、
名探偵コナン、みどり色、
合唱 です！無理そうだ
ったら何か減らして下
さい！
という訳で出来たのは、
チェンバロとコナンの
チョウネクタイ。チェン

バロがこんな形だったとは初めてしった。キャンディキャ
ンディのオープニングのあの音はチェンバロだったんだ
ね。ひとつ賢くなったわ。

No.726 野島
名前は「野島」で、好き
なものは「相鉄」、「パソ
コン」、「カメラ」、「Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ」です。よろし
くお願いします。
相鉄っす。正直初めて
知りました。ツイッター
風に名前をいれた鉄道
スタンプみたいにして
みました。駅名であり
そうですしね。

No.751 naoki
名前：naoki
職業：建築士
　　 デザイナー
好きな音楽：ロック、メ
タル、プログレ、P INK 
FLOYD
という訳で出来たのは
クラフトでワークな三
角定規なんですかね。
ま今は定規で製図して
ないかもですけど。 

No.795　ヒガシケンイチ
はじめまして！パ紋お願
いしたいです。 宮崎駿
作 品 と T H E 
BAWDIESが好きです。 
名前はrumiです。 よろ
しくお願いしまーす！
という訳で出来たのは、
ロックなギャンブラー
だね。蹄鉄の星の数が
勝利の数。しかも末広

がり。まだまだ星は増えるな。お金が貯まるように袋状に
なってますね。 

No790 ベネットは静
かに暮らしたい
名前は「ベネットは静か
に暮らしたい」です。 好
きなモノは「深夜ラジオ
・ヒップホップ・ブルート
レイン・スポーツカー」、 
愛車は「スバル・レガシ
ィＢ４」です。
という訳で出来たのは、
ブルートレインのヘッド

マークがスバル。下にさりげなく、古いラジオのチューナ
ー部分になってるとかね。

No.314 絹丸
名前はきぬまる(漢字は
絹に丸です。)で、好きな
物は三味線、ブラス系
バ ン ド ( ス カ パ ラ 、
EGO-WRAPPIN'など)
アニメキャラクター秘
密結社鷹の爪団のレオ
ナルド博士、です。
という訳で出来たのは、
三味線をゆるキャラっ
ぽく、バチでバチバチさ
れてるんだけど、そのバ
チはラッパだったり。

No.787 陶
名前:陶
好きなもの:グラムロッ
ク- David Bowie、博
物館 - ミイラや古代文
明関係、図書館 - 昔の
本の装丁や挿。絵よろし
くお願い致します！
という訳で出来たのは、
博物館というか、ミイラ
というか、どこがデビッ
トボウイ？な古代の紋章
なのかどうなのか。

No.772　たっちぃ
名前は『たっちぃ』です。
パンクロックとロッケン
ロールが大好きで、甲本
ヒロト氏＆真島昌利氏
を崇拝しています。あと
夏が好きで、毎年フジロ
ックに行く事を生きが
いとしています。エレキ
ギター弾くのも趣味で
す。

という訳で出来たのは、ロックってことでレスポール（ジュ
ニア）の描かれたピックですね。ラブ＆ピースな感じで。
Gibson風に18度に傾いた文字がいいよね。



No.707　薫
友人名→薫、本人談好き
な物、ムーミン☆スペイ
ン料理、ドイツのクリスマ
スマーケット、マリメッコ、
黄色。薫ちゃんの赤ちゃ
ん予定日は3月5日です。
お忙しい所スミマセン、
宜しくお願い致します！
という訳で出来たのは、
ムーミン谷の子だくさん。

ニョロニョロ覗いてますな。末広がりな感じでいい感じ。ダ
ルマ的に、願いが叶えば瞳を書き込むパターンだとかなん
とか。

No.780 ごろう
名前：ごろう、好きなもの
：海老。ザリガニ。数字の
「56」（仕事道具に記名
する際、いつもこう書い
ています…。アンダーウ
エアにも刺繍している妙
なこだわりです）
なにとぞよろしくお願い
します。
ごろう（妻）

ごろうさん。ザリガニの通り道なのかな？ルート56だね。
名前が数字で書けるとなにかとからめたくなりますよね。

No.734 オクマン
パ紋作成お願いします。 
奥 毅 おく つよし ニック
ネーム オクマン 好きな
物：ジョジョの奇妙な冒
険、モンスターハンター 
カッコ良くよろしくお願
いします。
ジョジョとモンハンの共通
つったら弓でしょ。弓。ゴゴ
ゴゴゴ。これでスタンドが
発動しなかったら死んでし
まいますけどね。ゴゴゴゴ

No.599 杏奈
名前は杏奈と申します。
好きなものはお笑い(チ
ーモンチョーチュウ、鬼
ヶ島)、BONNIE PINK、
小沢健二、ピングー、コ
ーヒー、ビールです。文字
は漢字でも平仮名でもな
んでも大丈夫です！
という訳で出来たのは、
桃なのは、ゲーム好きな

ので、桃鉄の桃が鬼が島に飲まれてますね。 飲まれてるっ
てのは、コーヒーとかビールの事かね？

No.796 なつこ
名前はなつこです。好き
なものはアーセナル（フ
ットボール）とネコです
！できれば、大砲とネコ
なんて組み合わせ希望
です！！よろしくお願い
します
アーセナルなエンブレ
ムなのに、何故かキラ
ー砲台。しかも猫の。好
き放題だね。 

No.711 TK
アイアンマンとマキシマ
ムザホルモンとバスケ
が好きです！！名前は
TKでお願いします！！
アイアンマンの顔がバ
スケのユニフォームと
いうね。ひそかにしてる
あのポーズ。

No.491 ふうか
パ紋お願いします。名前
「ふうか」好きな物「いち
ご」「アンパンマン」「オ
フロスキー」「ピンク」
という訳で出来たのは、
いちごがオフロスキー
のパーカーをかぶって
ます。ってかこれで初め
てオフロスキーって知
ったよ。ま、知ったとい

うほど知ってはないんだけど、存在を確認したよ。「ふうか」
の文字はアンパンマンの飛んだ感じになってますと無理
矢理だったり。

No.788 佐藤良
好きなアーティストはＸ
　ＪＡＰＡＮ(特にｈｉｄ
ｅ)が大好きです。好き
なマンガはＪＯＪＯ(特
に３部の仗助)とカイジ
です。三度の飯よりお酒
が好きです。（ビールか
らワインまでなんでも好
きです。）秋田県出身で
す(にかほ市)佐藤良

という訳で出来たのは、クレイジーダイヤモンドなピンク
スパイダー。耳が秋田小町というね。 



 No.761 鈴木（架空）
架空シリーズは、多い名
字やニックネームで人気
のありそうな好きなモノ
をくっつっけて作るシリ
ーズです。
鈴木という名字は多い
ので、当てはまる人も多
いんじゃないですかね。
稲紋は鈴木氏の代表紋
でもあるし、お金嫌いな
人いないし。猫好きも多
いし。

No.560 中尾充宏
名前:中尾充宏
好きなモノ:自分の家族
、自分の会社、レゲエ、
スカ、ジャッキーブラウ
ン、レザボアドックス、ワ
ンピース、ジョジョの奇
妙な冒険
という訳で出来たのは、
家族と、レザボワ、ジャ
ッキーブラウン、そして

ワンピースとジョジョつっ たらこうなるでしょ。ファミリ
ーの一員で、リボルバーの中はゴムゴムのガトリング。
一発ないのはスカって事で。ウマイ!のか?

No.694 ゆり
名 前 ( ゆ り ) 、T H E 
YELLOW MONKEY
が好きです。趣味はゴル
フとベース(赤色のサン
ダーバード)、柴犬っぽ
い雑種を飼っています。
ゆりの雄しべがゴルフ
クラブになってたり、ホ
ールになってたり。数は
４つ。ベースの弦と、イ
エモンのメンバーの数
というね。

No.508 千
好きな花は沈丁花、茶
トラのキイたんという猫
が大好きです。漢数字
の千を入れて欲しいで
す。
という事で出来たのは、
ネコさんが招き招きし
ますな。頭にのかった
お花がカワイイね。まね
きポーズをしてるんだ
けど、髪型にも見えると

いうハイブリット仕様なんだよ。グッヘッヘ。

No.672加藤（架空）
これまた架空シリーズ。
猫とタンスの好きな加
藤さん。タンスが好きっ
て何だ？ってか、加藤さ
んに多い家紋は桐の家
紋だったので、桐ダンス
ってことかな？あと葉っ
ぱがアジの開きに見え
るという魚好き。 

No.567 堀部
名前：堀部裕人■好きな
モノ、スティーブ・ジョブ
ズ、チェ・ゲバラ、キング
牧師、家入一真（ＣＡＭ
ＰＦＩＲＥ運営者）ジョジ
ョ の 奇 妙 な 冒 険 、
HUNTER×HUNTER、
キングダム、シグルイ、勇
午、アメトーーク、ガキの
使い、ピクサー映画、SF

スタンドのスタンドってかピクサーのスタンド。もう何が何
のスタンドなのか。剣はキングダムのだったりね。どれも一
つつら抜けれてるモノの象徴という感じでしょうか。 

No.693 たにやん
名前たにやんで博多華丸
・大吉と日本酒が好きで
す、宜しくお願いします！ 
華丸（花丸）っすね。グリ
グリと。日本酒のあのお
ちょこの青い二十丸が華
丸になっちゃったって感
じなんですよ。グリングリ
ン

No.544 みお
ねこ！がすきです！オレン
ジーナ、ネコ、ニコ動
という訳で出来たのは、
オレンジーナが猫になっ
てますな。こりゃまいっ
た。ダルマみたいに、何
か成し遂げたら目をいれ
るんだとか！ウソだけど
よ。



No.681　くろうさぎ
【ニックネーム】くろうさ
ぎ、とか、せんせ。【好き
なもの】カレー、犬、山
田風太郎
くろうさぎ( ^人^ )です
という訳で出来たのは、
犬のカレー屋さんですな
こりゃ。スプーン持ってる
から。八犬伝の犬という
説もあるとかないとか。
帽子の手裏剣マークが
そうだよね。

No.783 山崎志保
フリペを見ました。名
前：山崎志保。好きな
もの：料理(料理家で
す)、猫。よろしくお願
いします。
猫好きの料理研究家
という事で何か麺類
を作ってるんですが、
トングが猫の手になっ
てますね。お月見のよ
うに黄身（君）も覗い
てますね。 

No.792　いけゆか
名前は、いけゆかでお
願いします。日本一暑い
町に住む体育教師です。
パグ犬好きって事を追
加して下さい。
という訳で出来たのは、
雪体育教師ってことで
跳び箱ですな。しかしプ
リンみたいな。そこに飛
び込んで来たのはパグ
だった。 

No.620 おおいはるき
おおいはるきです。う
どん県(香川)出身です。
現在サッカーJFLにて
奮闘中のカマタマーレ
讃岐を熱烈に応援中
です。関西近辺に主に
出没関東は弾丸で参
戦ホーム戦にも勿論。
という訳で出来たのは、
うどん県なのでかまた

まっすね。カマタマーレ。まずはうどんそのものの味から
いってますなこりゃ。

No.774 Garradd004
「Garradd004」です。
サイボ ー グ 0 0 9 の
004が好きで、この数
字にしてます。ギャラッ
ド彗星という彗星から
名前を取っています。
あと黄緑色をどこかに
使って下さい。
全身兵器のサイボー
グ004の手だね。手。
ギャラッド彗星は初耳
でした。きっとあの手
の形で飛んでるんかな。 

No.709　翔
漫画はドラゴンボール、
スカウターですかね。最
近一人で黄昏るのが好
きです。人間観察も好き
です。翔。ビール・コーヒ
ー 。 ア ジ カ ン 、
zazenboys（向井）ブ
ルーハーツ。映画はショ
ーシャンクの空に、ダン
サーインザダーク、宮藤
官九郎系です。

という訳で出来たのは、スカウターですな。コーヒー色の。
ショウシャンク色でもあったりなかったり。 

No.731　shee
名前はshee 好きな
物は、RX-7 花火 よさ
こい 祭 着物 です！よ
ろしくお願いします。
FC3Sが一番好きです
が、 FD3Sも好きです！ 
あ、後、青も好きです
RX-7のエンブレムと
いうか、ロータリーエ
ンジンの三角をエンブ
レムに、鳴子付きで。

No.719　Billionaire
名前　Bil l ionaire
好きなモノ、ランボル
ギーニ、バスケット。
20歳にしてすでにラ
ンボルギーニに乗って
ます。もちろん自分の
金で買いました。スー
パーカー好きですね！！
という訳で出来たのは、
ランボでルギーニ。乱

暴でルギーニ。乱暴なのは暴れ牛だからか。でもそのま
まダンクされちゃうとか。



twitterを利用して、お名前と好きなモノ（音楽、映画、漫画などなんでも複
数）をお題に、大喜利感覚で無料で作成しております。（ググってるだけ）
制作風景はUSTREAMでも中継し、SNA（ソーシャルネットワークアート）だと
勝手に思ってます。
出来たパ紋はtwitterのアイコンや、スマホカバーやマグカップ、などにし
ますので、持ち歩けき、見た人に「何コレ？」と聞かれたら、自分の名前と、
好きが詰まったパ紋なんだとコミュニケーションツールとして活用してい
ただけます！これが真骨頂！
目標は世界人口70億個作る！とあげているのですが、まだ0.00001%
パ紋の制作は無料ですので、任意と善意でスマホカバーやフリスクケース
などを買ってね。
2013年4月現在で803個中からの抜粋になります。つづきはwebで。

たくさんのご依頼を頂いております。
新聞テレビで取り上げていただき、現在（2013年４月）およ
そ27ヶ月待ちの状況です。それでも待って頂ける事に感謝
しております。
以前パ紋を作られた方で、グッズの追加をご希望の方はお気軽にtwitter
でお知らせ下さい。スグに対応致します。また、イラストレータのデータ（名
刺やスタンプへのデザインにも対応します）をご希望の方はGumroadに
て3000円で販売致していますので、こちらもお知らせ下さい。

No476 水道橋博士
水道橋博士には随分前
にパ紋を制作していたの
ですが、iPhoneカバー
がある事をお知らせして
いなかったので、木製の
ケースにスタンプを押し
て使って下さってました。
あわててケースを贈りま
した。

4月2日にめざましテレビで取り上げて頂きました。
大反響をいただいています！

編集後記
エキサイトニュースに取り上げて頂いてから、東京新聞、や
じうまテレビ、めざましテレビ、大阪ほんわかテレビと、沢
山取り上げて頂きました。しかし、なんちゃらテレビという
番組ばっかりだね、他には何テレビがあったかな？しかし
変わらず制作は毎週土日に進めています。少しでも早く皆
様の元へパ紋が届きますように。村上隆さんは、一つの作
品を億で売るけど、僕は億の作品を1億人に届けたい。と
思っていますので、とにかく、数、数、数。ここ最近のハイペ
ースぶりなら、もっと早くに皆様に届けられそうなので、日
（々土日）精進です。Ustream中はブツブツ文句言ってる
ように見受けられますが、自問自答で全て自分への問いか
け、答えをしている作業ですので、気になさらないで下さい。
頭悪くて、口も悪く、いいトコなんか無くてすいませんね。

パ紋のホームページ http://hara1000.com/rogo/
twitter  ID@haradasenmonka
UPSOLDにてパ紋グッズほか、オリジナル商品販売中
http://www.upsold.com/dshop/mygoods/h1000

どこかの雑誌社の方や、出版業界に知り合いのいる方、こ
の企画ごと連載どうですか？旬な有名人や、新人紹介をオ
イラが取材してパ紋にするというミニコーナーなんてどげ
ですか？連載下さ～い。と切に願って2年経っています。
2年たって音沙汰なしなので、フリペにしましたよ。


