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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。

Vol.006原田専紋家の

テレビで取り上げられま
だ24ヶ月待ち!



No.1004 ローリング内沢
好きなものは、「クラブ
ミュージック(テクノ･
ハウスなどの打ち込み
系)、テレビゲーム、ク
ールなもの、青色系、
尖ったもの(イメージと
しての)」でしょうか。
という事で出来たのが、
テクノでゲームでツマ
ミでつまみ。アテにグ

ビグビでなくビキビキうねらせるツマミ。よく見るとスー
スインベーダー的なローランド的な、それもこれもサン
プリングという事で。 

No.1024　和帆
名前は『和帆』。好きな
物は横浜市営地下鉄
ブルーライン、路線図、
エージェントＰ、ガチャ
ガチャ、苺のショート
ケーキです。
という事で出来たのが、
ブルーラインのくちば
しの、エージェントP
になってるんだけど、
言われても気づかな
いかな。

No.958　とく
はじめまして。徳永と
申します。京都の美し
い四季が好きで、年に
何度も行きます。あと
猫も大好きです。京都
と猫、それに名前「とく
」(あまり目立たない感
じで)を絡めて制作し
ていただけると嬉しい
です。
京都と猫と、とくさん
と。夕暮れ時ですにゃ。 

No.973　あや
いくつか趣味や好きな
もの等を列挙しておき
ますので、作成よろしく
お願いします。趣味等：
ルパン三世の「次元大
介」・星・空・海・山・ゲ
ーム。　ニックネーム：「
あや」でお願いします
<(_ _)>
という訳で出来たのは、

あの人だね。ヒゲの帽子の似合う。夜空と昼の空の色だけ
ど、ハットとシャツの色だったりね。

No.857　しんちゃん
やじうまテレビ拝見しま
した。私のニックネーム
は「しんちゃん」。好きな
ものは「広島電鉄と東
京のタクシー」です。よ
ろしくお願いします！
広島電鉄が東京でタク
シー会社を始めたらこ
んなんかな？そうだな
困難だよな。 

No.10016　チモール
高円寺にある清志郎好
きのマスターツトムさ
んのBARチモールのパ
紋。清志郎さんと言え
ばブーツにブーツなの
でブーツにチモール。そ
して一旗兎。お酒の瓶
もあるのでBARと分か
る？のかな。コースター
にしてプレゼントしまし
たので、ぜひ飲みに行こ
うぜ～YAH YAH!

No.775　giorno
時の鐘と蔵のまち川越
のにあるピザとパスタ
の美味しいイタリアンの
店、名前：giornoです。
マリゲリータの名前の
由来がそうだったのか
と為になりました。イタ
リア国旗のカラーだわ、
じゃ、アタクシの名前に
しなさいと。ピザとパス
タと川越と。おもむきの
ある川越の街のイタリ
アン。 

No.1017　金子太郎
ひょんな事から出会っ
た同い年の俳優、金子
太郎さん。時代劇など
に出たり、馬に乗って弓
を射ることから、流鏑馬
に刀。俳優なので鏑矢
がUの字でハイUつっ
てな。出会いはチモー
ルで飲んでたら、なんだ
かいい声の人だなぁと
思ったらえぇそうなの！
って感じでした。、ググ
れば出てくる有名人。

Twitterアカウント
@THYMOL_ 川越のイタメシ屋



No.891　篠田麻里子
あ る 日 篠 田 さ ん が
twitterでアイコン変え
ようかな、募集しま～す
と。見かけてしまったら
そら作るよね。ま、完全
にスルーされたけど。篠
田性の家紋を調べたら
一文字だったので（日本
紋章学より）大好きなカ
レーのスプーンを一文
字に見立てて、まりこ様
と言えばの髪型に（Mの
文字）ワンポイントでオ
カリナを。 

No.---- いとうせいこう
BS朝日のAMAZING 
BANG BACKでパ紋
を取り上げて頂いた時
に番組MCのいとうせ
いこうさんのをこさえ
ました。本、北斗七世、
マイクというお題でし
たので、本に隠れてラッ
プの練習でもしていた
かのように内に秘めた
る闘志のマイクは心の
声を増幅させる！装丁
に７つの星を持つ男！ 

No.999 松本零士
パ紋の999個記念とし
て、スリー９と言えば松
本零士さんでしょ。松本
零士さんのパ紋。wik i
ったらブライトリング
好きという事と士の作
品のメーターで。古式
銃好きということで弾
痕。哲郎の帽子。針は０
時を指しているよ。あえ
て999とかメーテルと
かじゃ無いというね。当
然、勝手に作ってます。

No.1001　星野仙一
1001つったら星野仙
一さん。星の１００１で
すな。背番号も、誕生日
もゾロ目なのできっとゾ
ロ目が好きなんでしょう。
そしてキリンのビールの
CM出てたのに、星の方
っていうね。これまた勝
手に作ってるからパブリ
ックイメージでしかない
けど、いつか好きなモノ
を聞いて作りたい人。

No.1000　はるかぜちゃん
正直1000個目は本当
に誰にしようか悩んで
いたんですが、たまたま
TL上で気になったはる
かぜちゃんに。ググった
ら天一のラーメンとウ
テナとしょこたんとネ
コが好きという事で、ウ
テナのあのバラとギザ
ピンクでネコと、『ぬ』の
ラーメン鉢。春の風の
ようなピンクにしてみ
ましたよ。

No.1041　立川談慶
私は落語家でありな
がらボディビルが趣味
でバーベル、ダンベル
が大好きで食べ物も
肉料理、聴く音楽も往
年のアナーキーなどパ
ンクです。
立川流の定紋、丸に左
三蓋松を元に、ワコー
ルのロゴの色のバーベ
ルに、松が筋肉にも見
えるように。  

No.1039　マッハス
ピード豪速球・ガン太
1、博士のドライバー。
2、“豪”と言う字
3、車の渋滞
という事でしたが、スピ
ードガンですな。もうそ
のままマッハスピード
豪速球の球速を測ると。
休息を計っててはいけ
ませんね、止まらずに
突き進まなければ渋滞
ですから。

No.1040　水道橋博士
個展の時に新しいのも
をという事で、新たなパ
紋です。博士という名前
のパブリックイメージで
校章風に。万年筆と筋ト
レバナナと。「士」が瀬戸
大橋をイメージしていま
す。またバナナがピンポ
ン玉にも見えるように丸
く。



No.1025　たこはち
名前：西川哲央、ニック
ネーム：たこはち　　
好きなものゲーム、銃、
赤が好きです。　
という訳で出来たのは、
銃とゲームでジュゲム
ってな。じゅげむじゅげ
む、ごこうのすりきれ、
かいじゃりすいぎょの
ってな。まんまというか
ただのダジャレだわな。

No.668　依澄
名前は、いずみ(依澄)。
小学校の先生で、ひよ
こに似てると言われま
す。ちくわが好きで、絵
を描くのが好き。花も
好きです。
ひよこ饅頭だね。なぜ、
フラフープをしてるの
かは分かりませんが、
きっと教えているんで
しょうね。ちくわをくわ
えたまま。

No.1073　鮭コンビーフ
フォロワーさんがパ紋
を作ってもらってるの
を見てリプライ送りま
した。名前：鮭コンビー
フ。中学３年生。好きな
物：ラジオ。
趣味：ラジオなどにネタ
ハガキを送ることです。
缶詰ラジオだね、缶詰
ラジオ。ラジオに缶詰
でなくてね。鮭の。シャ
ケなベイベナウ。 

No.1059　UKULELE POLILIN
好きなものはウクレレ、
ガンダム、グーニーズ、
パ スタです。名 前 は
UkulelePololonです。
という訳で出来たのは、
ガンダムウクレレだね。
グーニーズフォントで。 
なにげなく丸で囲んだ
けど、音が広がって見
えるね。ポロロンと。

No961　ebi
名前は「ebi」で、せきせ
いいんことにしこくんと
伊達政宗公が好きです。
よろしくお願いします。
という訳で出来たのは、
伊達政宗の家紋よろし
く雀がインコになって
ますね。こっそりにしこ
くんが覗いてたり。伊達
政宗の竹に雀の家紋は
商標登録されてるんだ
よね。

No.662　JUN
お願いいたします。名前
は、純（じゅん）、好きな
ものは、パンダ、ニャン
まげ（時代村のキャラで
す）
という訳で出来たのは、
パンまげっておったん
やね。でもちょんまげの
形がこっちは殿様使用
なのね。

No.805　安伸
やじうま見ましたよー
高知のカツオと、車の磨
き屋なので。安伸でお願
いします～
という訳で出来あのは、
カツオだね。カツオ。カ
ツオ以外の何ものでも
ないね、カツオ。 車の磨
きやだそうなので、ピッ
カピカだよね。

No.833　裕子
名前は裕子（ひろこ）で
す。明石市民です。養護
教諭です。新撰組や織
田信長など、侍に憧れ
ます。音楽はトータス松
本、藤井フミヤをよく聴
きます。吉田戦車の漫
画が好きです。
侍ときたら木瓜ですな。
刀の鍔だったり、家紋
だったり。中にあるのは
ギター侍のギターでは
ないけどね。  



No.1065　F
ニックネーム:F
好きなもの:肉食系の動
物(海獣含む)、アニメ(鋼
の錬金術師、ＢＡＣＣＡ
ＮＯ！、ＤＲＲＲ！！、Ｋ）、
海、音楽(MONKEY 
MAJIK、Def Tech)
という訳で出来たのは、
怪獣をデュラララの鎌で
捉えてるのか、怪獣禁止
なのか。鋼練の機械的な
歯車と、海の色とかなん
とかかんとか。

No.892　YOSHINORI
名前:安田善則
好きなもの:サッカー、フ
ットサル、ユーゴスラビア
( 今はなき国 ) 、b a b y 
coco&natsu(オランウ
ータンのキャラクター)
です。
ユーゴのエンブレム風に
オランウータンの好きな
バナナを贅沢に3本も！
しかしどこからバナナが？ 

No.663　SEIDA
自然が大好き。仕事で頂
点を目指す男！名前は
SE IDAです。よろしくお
願いします。
自然の頂点ってんで、エ
ベレストっすね。パラマ
ウント。カックいいね。自
然と聞くと山を想像しが
ちなんだけど、それはボ
クが山育ちだからなんだ

ろうな。海育ちだったら大海原とか、海中とかだったんだろ
うけど。ま、俺に頼んだ罰だな。

No.1071　kco
名前／kco
烏(からす)のシルエット、
梅の花模様、花札の図柄、
だるま
という訳で出来たのは、
梅の花のダルマさんだね。
カラスが止まちゃって、
人気だね。怒ってんのか
笑ってんのか、怒りなが
ら笑ってんのか。藤子チ
ックな目といい、お団子
ヘアっぽいカラスといい
カワイイね。 

No.841　すいか
好 きな モノ⇒ 音 楽：
UNICORN、イエモン、
マンガ：バクマン、カペタ、
藤子F不二雄先生の作
品、イラストを描くこと、
絵本：はたこうしろう先
生、子ども好き、ことば：
ありがとう。名前は「す
いか」です。
漫画つったら証券用イ

ンクっしょ。形はピックだしね。ユニコーンが広島出身だか
らカープの赤だったり、イエローモンキーで黄色だったり。 

No.706　実花
実花みのかです。パ紋お
願いしたいです☆好き
なもの、お花、まつ毛エ
クステ、ピンク、黄緑、で
す。まつ毛エクステの小
さなホームサロンです。
という訳で出来たのは、
マツゲエクステの花で
すかなこりゃ。毎日水や
れば、マツゲエクステが
育つそうですよ。もちろ
んウソですよ。 

No.929 直幸
tvみました♪猫好き、農
家、群馬県で作ってい
ただきたいのです。名前
は直幸で御願いします。
という訳で出来たのは、
猫だるまっすね。群馬つ
ったら高崎だるまと下
仁田ネギ。当然、群馬の
農家ならネギこさえて
るだろうという先入観
の元。でもネコってネギ
ダメなんすよね。

No.855　有美
名前は「有美」で、好き
な物はエレファントカシ
マシ。ボーカル宮本氏に
心酔しております^ 「̂ゾ
ウ」と「富士に太陽」(太
陽が左側。氏がサイン
に必ず描く)「舞う桜の
花びら」の感じで♪
という訳で出来たのは、
４月の風に流されて舞

う桜。今宵の月のようなのか、朝焼けなのか、夕方なのか、
見る人の気持ちで映り変わる鏡だったりして。



 No.987　もえこ
はじめまして。やじうまみ
ました！私も作ってほし
いです。名前は「もえこ」
好きなものはアニメのワ
ンピースと犬です。よろし
くお 願 い い た し ま す
(*^^*)
という訳で出来たのは、
鬼斬りっすね。オニギリ。
おむすびころりんやね。
ころりん。刀の鍔が犬歯
だったり剣士だし。

No.821 ほったくん
名前はほったくんで、好
きなものはきゃりーぱ
みゅぱみゅとサッカー
です。できたらちょこっ
とAKB48を入れてくだ
さい!
いわずもがな。見れば
分かる程のインパクト。 
リボンがAKBといえば
なタータンチェック。丸
いからサッカーボール
に見えるでしょという
ほぼ暴力。

No.903　グータン
私もやじうま観た一人
です。柏レイソルが好き
なミーハーなおばさん
です！ぐーたらな主婦な
のでHNはグータンです
(笑)
レイソルがなぜスペイ
ン語なのか理由はわか
りませんでしたが、スペ
インの王と太陽という
ことで太陽っすな。アチ
チチ。 

No.1014　亀屋宗徳
亀屋宗徳（かめやむね
のり）
魚介類、ランニング、自
転車、つり、ビール、そ
ば、ウェイクボード、空
手、悪魔。
という事で出来たのは、
中央のウェイクボード
なのか、釣り竿なのか。
そばとビールと。しかし
ビール好きの多い事と
言ったら。 

No.872　孝行
名前『孝行』
好きなもの『ドクロ(ス
カル) ,ワンピース(マン
ガ) ,四つ葉のクローバ
ー』仕事上、イメージは
警察でお願いできまし
たらありがたいです。
という訳で出来たのは、
警察関係でワンピつっ
たら正義っしょ。それで

も海賊上がりなのか、ドクロなんかつけちゃって。クローバ
ーの大地でね。海の上じゃねぇのかよ！ 

No.1067　純
好きなもの、歌舞伎、トワ
イライトエクスプレス、鰤。
名前は「純」です。大人気
でパ紋待ちがすごいとお
伺いしていますが、サプ
ライ順を期待して、楽し
みに待ちます。
こんなヘッドマークは嫌
だつって、歌舞伎の連獅
子の髪の一部がブリって
な。金太郎飴みたいにど
こを切ってもブリが出て
くるんだって。ホントかよ。 

No.1055　こと
初めまして！テレビ見て
すごく感動しました！ぜ
ひ私にもパ紋を作って下
さい。
名前は「こと」好きなもの
は「川崎フロンターレ、
wish me mell」です。 
sish me mellのフロ
ンターレな家だね。どす
んと真ん中にいすわって、
どく気はないようだし。 

No.1066　香織
名前は香織、好きなモノ
は猫、ラーメン、L'luvia、
SUZZY&CAROLINE
（解散してるバンド）です。
待ってますね！
という訳で出来たのは、
ネコとラーメンですが、
猫がドラムで、ドラムが
ラーメンで、ラーメンは
ラーメンで。V系なので
肌が白いってことで白猫
なんだとか。ホントかよ。 



No.860　KUMIKO
名前『くみこ』好きなも
の→歯（仕事が歯科衛
生士なので）、犬（特に
フレンチブルドック）、
バイク（ハーレー乗っ
てる）！！よろしくお願
いします☆
という訳で出来たのは、
目を見開いたフレブル。
ハーレーのオレンジが
映えていますね。犬の
歯医者さんだね。 

No.736　赤嶺
名前は赤嶺です。好き
なものは猫です。特に
黒猫です。車や本も好
きです。映画はリュック
ベッソン作が好きです。
リュックベッソンはな
んだかおかっぱの少
女が多いイメージだっ
たので、どうにもこう
にもエミリーにひっぱ
られちゃいましたね。
エミリーという黒猫と
の絵本があるですよ。

No.1023　KAZU
名前は和(kazu )です。
好きなモノはアメリカ、
アメリカ人とのハーフの
Lanaという名前の姪っ
子、飼っている2匹のミ
ニチュアダックス(黒と
茶色)かな。楽しみにし
てます♡
アメリカンドッグじゃな
いですが、ダックスフン
トか向き合ってますな。 

No.854 Mimorine
名前はＭｉｍｏｒｉｎｅ
です。好きなものはア
コーディオン、フィギュ
アスケート、ネコ、ＡＭ
ラジオです。楽しみに
しております。よろしく
お願いいたします。
猫が色々欲しがってる
みたいですね。アコー
ディオンやフィギュア
スケートやら。 でも一
番欲しいのはあなた
の愛ですよドーン！

No.1032　坂田博亮
名前ゎ坂田博亮です。 
趣味ゎバスケットボー
ル、ブラックバス釣り。
仕事ゎ塗装業を営ん
でいます。
バスケットバスですか
ね。何だ？バスケット
バスって。メロン熊み
たいにバスケットバス
にしたかっただけなん
じゃ。おまけに釣られ
てるし。

No.1010　Tackle Juncky
ニックネームは「Ｔａｃ
ｋｌｅ　Ｊｕｎｃｋｙ」で
お願いします。アルミボ
ートでのバス釣り・ゴロ
ーズというシルバーアク
セサリーが好きです。ま
た、愛猫もおります。
アルミボートでバスフ
ィッシングつったらあ
のイスやね。フライフィ
ッシングみたいになっ
てまうが、シルバーアク
セっすねあれ。

No.1036　渡辺映人
渡辺映人(エイト)のパ
紋もお願いします。８
の数字と添付した愛
犬のクリステルちゃん
が大好きです。12才の
男の子です。
飼い犬の犬種が不明
でしたが検索で一番
最初に出て来た犬に
しときました。小型犬
だったら笑うな。首輪
のトコが８だね。 

No.1035　渡辺ゆう子
渡辺ゆう子と申します。
テレビでみて、是非、わ
たしもパ紋を作ってい
ただけたらと思いメー
ルさせていただきまし
た。私は、薔薇が大好
きです。ピンク色が好
きです。
という訳で出来たのは、
薔薇っすねバラ。 息子
さんのモノと同じシル
エットに。



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、リアルコミュニケーションツールとして活用し
ていただいています！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1000個ちょい。
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10月現在で1091個中からの抜粋になります。つづきはwebで。

パ紋の手ぬぐい「そろわぬ」販売中!!
210個のパ紋が載った手ぬぐいがヴィレッジヴァンガード
オンライン、中野ブロードウィ・タコシェ、千駄木秘密基地
nanaco、武蔵小金井・中村文具店にて販売中！個展の図
録、パ紋のフリペVol.5付きです。

編集後記
夏にやっとこ個展を開催しました。白金台のZAPギャラリ
ーさんと高円寺みじんこ洞さんには大変お世話になりまし
た。そして足を運んで頂いた皆様本当にありがとうござい
ました、沢山のリアルコミュニケーションも取れ大満足でし
た。そして、写真はあの水道橋博士さんと！個展にも来てい
ただき、パネルをプレゼント致しました。開催中にお子さん
といらして、博士さんのパ紋を見つけてはキャッキャキャッ
キャはしゃいでいる姿を見て、本当に嬉しくなりました。今
度はお子さんのパ紋もこさえなくちゃと思いつつ。成長に
合わせて好みが変わる度に更新する感じで。
やっとこパ紋が千個を超えたので名前を原田専門家から
原田千紋家に改名中（紙上だけ）。

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、
1000個超えたので作品集出しましょうよ！と挑戦してく
れる奇特な出版社さんいませんか？ロゴマーク集的なヤ
ツだと思ったら全部パ紋だったみたいな。と切に願って3
年経っています。3年たって音沙汰なしなので、フリペにし
ましたよ。それも既に６号目。
石の上にも３年、そろそろどうにか。


