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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.007原田専門家の

テレビで取り上げられま
だ24ヶ月待ち!



No.1190 三遊亭こうもり
元末高斗夢さんとご一
緒する機会がありまし
て、お話をしててつくり
ますよ！と。大の野菜好
きなのと、エロが好きと
いうことで色っぽい大
根にしました。水色の部
分がこうもりにもなって
いるんですよ。羽根のは
得た大根なので、飛び
立って行くでしょう。（昇
進ってことね）

No.1264 井戸田潤
スピードワゴンさんの
イベントのチラシをデ
ザインした時に制作し
たパ紋。ハンバーグ師
匠と大のドラゴンズフ
ァンということで、テン
ガロンがドラゴンズ色
に。名前に丁度Dが入っ
ていたのでドラゴンズ
のDに。三国志の関羽
が好きとのことでナイ
フが関羽の長刀に！

No.1240 小林麻耶
BS朝日のポップメイカ
ーという番組に出演し
た時に制作しました。
東京タワーとトミカ、ゴ
ルフ、スキューバーが好
きと言う事でトミカの
ゴルフカートをイメー
ジしました。本番前に
挨拶した時、「欲しかっ
たんですぅ～じゃ、メー

ルしますね♥」とおっしゃったんですが、本番ではサプライ
ズで制作していたので、当然メールは来ませんでした。と
ても心残りです。ずっと好きだったんだぜ。

No.1422　品川ヒロシ
品川庄司の品川さんの
パ紋。これまたポップメ
イカーで同じ出番だった
ので作りました。映画や
小説のシャープなイメー
ジも、芸人品川のイメー
ジでだいぶ損してますよ
みないた事を番組で言
ったのですが、芸人のと
いうより、監督品川ヒロ
シさんのイメージです。

No.1241　佐々木圭一
こちらもポップメイカ
ーの時に。「伝え方が9
割」の著者の佐々木さ
んなので、九翟をモチ
ーフに、コピーライター
という事で言葉の弾丸
で撃ち抜くイメージで
リボルバーにしました。
後で気がついたのです
が、佐々木さんの会社
のロゴは歯車でとても
似てて驚きました。

No.201　中川礼二
これまた同期の中川家
・礼二のん。電車が好き
なので、駅員の帽子を
モチーフに頭の上に飛
び出てるのは、漫才師
なのでスーツをよく着
る事からハンガーにな
ってますねん。もちろん
真ん中のエンブレムは
礼二の文字をあしらっ
て。どっかの路線だった
らもっと良かったのに。

No.0105　ダイノジ
ダイノジ大谷 ノブ彦
マジっすか！家宝にします！ダ
イノジでもいいっすか？やっ
ぱりダイノジが最初かなと。も
ちろんメタルな感じが（笑）あ
と私は真田幸村や高杉晋作
や大谷吉継や三国志なら呂
布のような、何か欠けている
が魅力のある人に憧れます。
という訳で出来たのが、呂布

の掎角の計より鹿をってか幸村の兜の鹿の角をモチーフに大の字をあしら
い、コンビ名が分かるように表記しました。

No.202　中川　剛
同期の中川家・剛のん。
つよっさんはラガーマン
で猫好きなので、猫の手
でタッチダウンをしてま
すよ。またラグビーボー
ルの縫い合わせてるトコ
には中川ケとこっそり。
猫の手の模様は川の字
になってたりもするんで
すよ。あと、あと、他には
ほら…。（もう何も無い）



No.1325　関谷素子
ヨガインストラクター、
名前は、関谷 素子。ヨ
ガ、ウクレレ、ボサノバ、
玄米が好き。
と言う訳で出来たの
は、ヨガとウクレレと
玄米とボサノバです。
ボサノバのイメージっ
てなんでオレンジなん
だろうか。ウクレレが
リボンのようにも見え
ますね。

No.1206　春
野球、レアル・マドリー
ド、チェルシー、漫才、
ダウンタウン、漫画(銀
魂 、ク ロ ー ズ 、
WORST、ギャングキ
ング)ＳＫＥ４８古畑奈
和、ＮＭＢ４８、柴崎コ
ウ、デザイン、黒、刺青、
筆文字。名前：春
ギャングキングの彫り
師がサッカーボールく
わえてるね。 

No.1092　文
蝶蝶、パンケーキ、アイ
カツの紫吹蘭、パンケ
ーキ、クッキー。
こちらも水道橋博士さ
んの娘さんのパ紋。星
形のクッキーにアイカ
ツの紫吹蘭のシルエッ
トが文に。蝶蝶の下が
パンケーキからしたた
るメイプルの様にも蝶
にも。

No.894　あき
やじうまテレビ拝見さ
せていただきました。私
はクロマニヨンズとゆう
バンドの甲本ヒロトさん
が好きなので、その人か
クロマニヨンズのキャラ
クターのよしおを使って
いただきたいです。名前
はあきでお願いします。
横顔を描いてやりまし
たよ。ピックの形してる
んだね。 

No.1134　士
恐竜ジャー、人体模型
バナナ、ヤマアラシ、チョ
コ。
水道橋博士さんの息子
さんの士（アキラ）くん
のパ紋。キョウリュウジ
ャーとバナナと人体模
型とヤマアラシで、キョ
ウリュウジャーの新た
な戦士のマークをイメ
ージして、人体模型の
目玉に映った感じです。

No.1253　崇晴
テレビ（おもにバラエテ
ィ）、小説（村上春樹、大
江健三郎、正宗白鳥、森
鴎外）など
と言う訳で出来たのは、
テレビと文豪と呼ばれ
る小説家、小説が好き
と云う事で、ビデオテー
プと本。その色はカラー
テレビの光の三原色
RGBで。「テレビリアリ
ティの時代」の大見崇
晴さんのパ紋！

No.1135　鈴木秘書
好きな飲み物はコーラ、
スポーツはラグビーです。
順番は行列の一番うし
ろで気長に並んで待ち
ますので、僕が40歳の
間に作ってくださると嬉
しいです！
コーラと甲本ヒロトさ
んとラグビーのハズな
んだけど、ま、ボールを
蹴ってるように飛び跳
ねてる感じですかね。ヒ
ロトのハープに名前が！

No.1423　NALU
好きなものは野球とポ
ップスです！！ニックネ
ームはNALUですよー
(^ ^)
ポップス、野球という事
で、ダイヤモンドですね、
だね～でなく。自身もギ
ターを弾くし歌うしな
ので、ピックの形とギタ
ーのネックがのぞいて

ますね。元フォートリップスで現在AKB等に楽曲を提供
している成瀬さんのパ紋です！



No.1234　みきこ
名前はみきこ、昔、砂か
けばばあに似ていると
いわれ、えっと思いまし
たが最近それがなんだ
か好きになりました。富
士山を仕事に行く時に
見るのが楽しみです。
という訳で出来たのは、
富士山を背に砂を撒い
ているね。枯れ木に花
を咲かせましょう！

No.1186　なお兄
ニックネーム／なお兄、
好きなモノ／合コン、
飲み会、プロレス、ラー
メン、好きな漫画／カ
イジ、編集王、東京トイ
ボックス、好きなアーテ
ィスト／矢沢永吉、吉
川 晃司 、洋 楽 ロック
MOTLEY CRUEなど
木瓜にジョッキで乾杯。
頭が永ちゃんカット。

No.1154　みなみ
めざまし見て、パ紋すご
くほしくなりました!!
名前はみなみです、好
きなものはネコとリン
ゴです。趣味はギター
です。
ギターとリンゴとネコ
ちゃんと。やたらカッコ
イイことになちゃった
ね。なぜG ib sonSG
にしたのかってぇとバ
ランスいいからかな。

No.1285　ゆきひと
ほんわか拝見しました。
好きなものは、フットサ
ルとドラムです。ニック
ネームはゆきひと。
という訳で出来たのは、
フットサルでドラム。ド
ラムキックやしね。ドラ
ムの数が５つなのはフ
ットサルの１チームの
人数だからなんですよ。

No1308　福田
パンづくり、美味しいご
飯とお酒が大好きです。
旦那さんはゴルフしたり
スポーツが好きで、ジャ
イアンツファン。名字は
福田です。
という訳で出来たのは、
セカンドベースがパン
だね。好きなモノがくっ
ついて福田になって、お
めでとう！個別のもある
よ。webで見てね。

No.1300　うなぎ
あだ名はうなぎ。落語、
ゲゲゲの鬼太郎のねず
み男が好きです。
という訳で出来たのは、
ねずみ男が落語でもし
てんすかね。そばでもす
すっているのか、それと
もうなぎを食べている
のか。悪さをしたので
顔を隠してるのか、こっ
そり近づいてきている
のか。

No1212　メルモ
好きなものは「アイスラ
ンド」「ブラックコーヒー
」「ネコ」「ギター」です。
ニックネームは「メルモ
」でお願いします。
という訳で出来あのは、
アイスランド国旗にギタ
ーにネコちゃんだね。ブ
ラックコーヒーのような
黒いギター。

No.1151　ヒロコ
名前はヒロコ、好きなも
のはオカメインコ、音楽
(GLAY)、和太鼓です。
という訳で出来あのは、
オカメインコがテルさ
んよろしく和太鼓の上
で手を広げて歌ってま
す な 。ボ ク の 中 の
GLAYの知識は和田ラ
ジヲさんの漫画でしか
ないんだよね。あの手
を広げてるポーズのオ
チ。



No.1198　瑞穂
今朝のめざましテレビを
拝見しました。名前は瑞
穂好きなものはコーヒー、
旦那、ピンク、ネコ、ウサ
ギ、パソコンです。
という訳で出来たのは、
コーヒーミルっすな。て
っぺんがネコで、マウス
がウサギで。ひとかきご
とにニヤ～ニヤ～鳴くん
だとか、鳴かないんだと
か。ホントかよ。

No.1276　西本　武
日本刀・鍔・焼酎・ゴルフ
・ルークドナルドが好き
です、すいませんバラバ
ラで・・・<(_ _)>
という訳で出来たのは、 
日本刀、鍔、焼酎、ゴルフ
で木瓜に刀クラブの違い。
オレンジの刺し色の焼酎
がいい味。名前をこう入
れるのは和同開珎を意
識してるんだけどね。

No.1257　鎌倉貴史
名前は鎌倉貴史といいま
す。好きなマンガはワンピ
ースで、好きなキャラは
エースです。趣味は音楽
鑑賞で、好きなバンドは
M r . C h i l d r e n 、
E L L E G A R D E N 、
SCANDALです。
エースと好きなバンドの
ギターとだね。ミスチル
が青いギターもってたん
だっけかな。

No.1216　絵美子
めざまし観ました。
絵美子 漢字かローマ字
で。手芸（針とか糸とかハ
サミとか）。ひつじ。ハロ
ーキテイ。ハワイ。ビーズ
アクセサリー。沖縄。
という訳で出来たのは、
ハワイや沖縄の空に浮
かぶひつじ雲。心に縫い
付けてね、リボンも付け
て。家紋で細い輪を糸輪
と言うんですが、これは
糸と針輪ですね。

No.1205　すぎたん
東京新聞みました！私
は猫と恐竜特にパラサ
ウロロフスが大好きで
す。あ、戦国時代から江
戸時代好きです。鬼平
犯科帳、愛読書でござ
います。よろしくお願い
致します。
鬼平犯科帳つったら陣
笠だね。陣笠に入って
る家紋がパラサウロロ
フスだし、猫ねてるし。

No.1139　コロ
名前:コロ  好きなもの
猫、桜、紫色、ゲームで、
依頼がいっぱいで大変
だと思いますが宜しく
お願いします。
という訳で出来たのは、
ネコとゲームと桜なの
で、桜の季節に生まれ
たのかな？コントロー
ラーより小さい子猫ち
ゃんだね。アナログステ
ィックのトコがコロって
なってるの。　

No.1317　KENTO
名前はken t oで、僕は
美容師でハサミをいれ
て欲しいのと、EXILEが
好きでEXILEとはいれ
なくてもいいんですが、
EX I L Eぽくしてほしい
です。
という訳で出来たのは、
EXILEのあのダンスを
九翟に見立てて、ハサミ
はカニさん。床屋のあ
のトリコロールで仕立
てたよ。

No.1288　真紀
名前は眞紀（まき）、ミ
ル ク テ ィ ー と
ONEPIECEのトラファ
ルガーローが好きです。
US古着の卸しをしてい
ます。
という訳で出来たのは、
ミルクティーですなロ
ーが狙ってますけど。 
だけどミルクじゃなくて
紅茶注いでるみたいだ
ね。



 No.1245　ken2
好きな物はマッチョマン
とピンクパンサー、カレ
ーライス、はんばーぐ、
NY、テニスです。ニック
ネームはken2です。
という訳で出来たのは、
マッチョがカレーなのか、
ハンバーグなのか運んで
きたね。名前のフォント
はピンクパンサーっぽく
してるんだけど。

No.1218　トモ
ミシン、白黒のハチワレ
猫、キノコが好きです。
名前はトモでお願いし
ます。
という訳で出来たのは、
はちわれネコさんがキ
ノコに囲まれてるね。そ
のネコさんもキノコみ
たいな形だったりね。

No.988　パン蔵
名前 ・パン蔵  ＊好きな
モノ・猫、パンダ、初音ミ
クが大好きです♡よろ
しくお願いします。
という訳で出来たのは、
パンダのミクさんです
な。マネキネコみたいな
ポーズをしてるんす。で
もサングラスをしてい
るネコさんかもしれま
せんね。本当の姿は見
た目じゃ分からないね。

No.1259　あーちゃ
ニックネーム:あーちゃ
好きなもの:ガチ登山(
目指せ百名山制覇)、温
泉、旅(バックパッカー)
秘境出身:和歌山(みか
ん、梅、たま駅長が有名)
という事で出来たのは、
秘境へ行くには最低こ
れくらいの装備があれ
ばいいのかしら。紫な
のはザイルを繋ぐヤツ
だよ。

No.1231　Masaru
masaruと申します。フ
リーペーパーVol .005
見ました。カレーライス
大好きで、オードリー・
ヘプバーン、お酒(ワイン
など)が大好きです。
カレーとワインと、お行
儀よく紙ナプキン。お行
儀がいいのはオードリ
ー・ヘップバーンのイメ
ージなんだけど、なぜ
紙ナプキンなんだろう
かね。

No.1227　ミケ
前世が猫かと思える程猫
が好きです。あとBUMP 
OF CHICKEN♪
この二つが私の原動力!
o(^▽^)oよろしくお願い
します♡名前は ミケで。
という訳で出来たのは、
バンプのマークっぽくで
も中身はネコさんですな。
代表曲の天体観測して
んすかね。望遠鏡で。

No.1106　野口かおる
アバズレ、女体盛り、ポテ
トチップス、酒で！ 
という訳で出来たのは、
酒に溺れたポテチくんだ
ね。自分をつまみに、ア
テにして。舞台女優野口
かおるさんのパ紋だよ。
本人はあっけらかんとし
たとても面白い人、ぜひ
ググって舞台を見に行こ
う。冬に女体盛りやって
風邪引く様な人です。

No.1160　幸　
キャンプ、桜島でお願い
します。名前を『幸』に。
という訳で出来たのは、
桜島とキャンプってこと
で桜島でキャンプかな、
飯ごうもって。あのおこ
げがたまらんよね。モク
モクと煙出てたらヤバイ
けど。それは飯ごうから
も桜島からも。



No.1305　幸蔵
名前は幸蔵、好きなも
のは太陽の塔、馬、ジ
ブリ、原色です。
という訳で出来たのは、
馬が色々支えてますな。
太陽の塔にロボット兵
に。知らん顔して口笛
吹いてるね。 それは原
色が好きだと言ってい
るのに言う事を聞いて
いないかあなのかも
ね。

No.1286　ゆきこ
テレビ見ました。パ紋
素敵ですね。名前は、
ゆきこです。ハウスクリ
ーニングの仕事を自営
でやってます。ハワイ
が好きで、フラダンス
が趣味で習っています。
ハウスクリーニングの
必需品、霧吹きっすね。
中に何が入っているん
でしょうかね。ハワイ
の空に向かって吹き付
けて。

No.1315　ツキムラ
名前は「ツキムラ」今好
きなものは関ジャニ∞
（村上さん）、だるま、巨
大建造物（ダム・橋・塔
など）、大阪、リボンです。
という訳で出来たのは、
ダルマさんに村上君の
チャームポイント八重
歯が！口元にはなんと
ヒゲかと思いきやダム
が！そうとうデカいダル
マだよこれ！

No.1322　松本道明
名前は、松本道明、屋
号はティーリフレッシ
ュ、ハウスクリーニング
屋です。仕事一筋の男
です。よろしくお願いし
ます。
という訳で出来たのは、
クリーニングに必須の
ブラシと霧吹きですね。
松本の松に霧吹きし
てるみたいだけど、ク
リーンナップ！ 

No.1302　とくさん
ルアーフィッシングが
大好きなシステムエン
ジニアです。ルアーと
魚とパソコンをモチー
フにしていただけたら
と思います。名前は『と
くさん』です。
ルアーフィッシングつ
ったらシイラだね、え？
ブラックバスじゃない？
シイラねぇつってな。
しかもマウスで釣るサ
イバー具合。 

No.1280　羽賀　靖
好きなものはルアー使
用で魚釣り、ビール。ジ
ーンズ。
という訳で出来たのは、
ジーンズを履いたルア
ーが麦の海を泳いでい
ますな。海水はビール
なんだって。ホントかよ。
しかしデニムのルアー
っていいなカッコいい
な。自分でやっておきな
がら。

No.1256　山城秀斗
山城秀斗。バスケが好
きです。スラムダンク
が好きです。AKBが好
きです。RADWIMPS
が好きです。あと彼女
が居ます♪名前はみな
みです♪以上です！
RADWIMPSつった
らタコさんウィンナー
をパクって感じでバス

ケットボールが喰いつてますな。もちろん彼女の作った
お弁当のタコさんウィンナー。AKBのAに見えたり。

No.1311　Mamika
Mamikaです。バスケ
ット・ミニバスケットの
子供たち・スノーボー
ド・お酒です。
という訳で出来たのは、
バスケットシューズに、
とっくりと盃だね。千
鳥足でドリブルするも
んだから、止められな
いんだって。ホントか
よ。



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マグカップを
買ってね。（3,000円でデータ販売もしています。スタンプとか作れるよ！）
2014年5月現在で1334個中からの抜粋になります。つづきはwebで。

パ紋ウォッチ販売中!!
ジャストツーユーにてパ紋ウォッチが作れます。大反響でお
待たせしてるパ紋の制作も、パ紋ウォッチをご注文いただけ
ればスグに制作致しますのでぜひ！またプレゼントに最適！
http://just2you.jp/user_data/pamon.php

編集後記
パ紋が商標登録されました。やっとこ。そんなこんなもあっ
てまた個展をしますので、ググってね。（2014年6月7日・
８日）さてBS朝日のポップメイカーに出ましたよ。大好きな
小林麻耶さんとご一緒で舞い上がっちゃいました。本当に
好きなんです。当然今でも。まいっちゃいましたね。パ紋を
とても喜んでいただいて嬉しかったです。パ紋ウォッチとス
テッカー、マグカップのスペシャルセットの販売だったんで
すが、即完売して良かった良かった。そしてまたMXテレビ
で放送中の東京号泣教室にも近 （々６月か７月）。東京パフ
ォーマンスドールのメンバーにハウトゥーしながらの授業
でした。先生は太巻さんじゃなく古田新太さん！とても楽し
い収録でしたので、放送をお楽しみに！

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。


