
©2014 原田専門家 2014年12月発行

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.008原田専門家の

テレビで取り上げられま
だ24ヶ月待ち!



No.1365　本村健太郎
世界遺産、特にタージ
マハール、とんこつラ
ーメン、松田聖子が好
きということで、ター
ジマハールの前には
大好きな豚骨ラーメン
が！シンボリックな眼
鏡を名前にこっそり。
弁護士バッチの十六
菊に収めて、でも色は
赤いスイトピーな。

No.1367　友近
五社英雄監督作品が
好きという事で、東映
の三角にいよかん。農
協のダンボールにプリ
ントされてそうなブラ
ンドになってしまった
感は否めませんが、絶
景の山でもあったり。
愛媛と言えばみかん
ですが、友近さんはい
よかん大使なんですよ。

No.1369　板野友美
ヴィヴィッドカラー、
キャップ、EDM、HIP 
HOP、読書が好きと
いうことで、キャップ
を被ったハートがアヒ
ル口！チャームポイン
ト の ア ヒ ル 口 を
itanono”い”の字で
表現。ＨＩＰ　ＨＯＰ
やＥＤＭ風に。またキ
ャップは開いた本にも
見えたり。

No.1366　徳島えりか
花、コスモス、バラ、お
団子そしてAKB48が
好きということで、バラ
やお花が好きと言う事
で、組合角をバラに見
立てて大好きなお団子
を。アナウンスマイクに
見立てた４８の文字と
隠れAKBパ紋なんだ
けど、徳島アナ別に隠し
てるわけでもないんだ
けどね。

No.1368　三宅 健
ボーリング、遊園地、バ
ナナ、納豆、インディア
ン分化が好きというこ
とで、インディアン文化
の象徴サンフェイス。羽
根がボーリングのピン
だったり、その先が納
豆だったり（ホントかよ）
観覧車だったり、バナナ
があったり、ラジバンダ
リ。

No.1370　杉山愛
言わずと知れたプロテ
ニスプレイヤーの杉山
愛さん。愛犬のフレンチ
ブルドックがボールボ
ーイなのかテニスボー
ルをくわえてくれてます。
名前の所にゴルフもこ
っそりと。スポーティー
なエンブレム風に。しか
しテニスよりも犬が目
立ちゃってますね。

パ紋No.1470 長尾謙一郎
イベントでプレスのさ
かもとさんよりご依頼
頂きました。大好きなク
リームソーダシティの
長尾先生のパ紋を作れ
るなんて！話があった
時既に頭に浮かんがま
まです。クリームソーダ
のクリームがぶっとい
サングラスをしていると
いう。度肝を抜く漫画
なのでぜひ読んでね。

No.1364 菊地幸男
クラシック音楽、サメ、
バレーボール、トライア
スロンが好きというこ
とで、クラシカルな紋章
の形に、サメが泳いでま
す。バレーボールの上
ではトライアスロンの
バイクが、音を奏でなが
ら颯爽と。そのバレーボ
ールも菊地弁護士の頭
にも見えたり見えなか
ったり、ラジバンダリ。

行列のできる法律相談所⑨ 行列のできる法律相談所⑩

行列のできる法律相談所⑪ 行列のできる法律相談所⑫

行列のできる法律相談所⑬ 行列のできる法律相談所⑭

行列のできる法律相談所⑮



No.1363　大渕愛子
ふなっしー、猫、焼きそ
ば、お好み焼きが好きと
いうことで、ふなっしー
のカラーリングにやき
そばとお好み焼きって
かモダン焼き？猫の手
が伸びてきますよ！取ら
れちゃうよ！先生はよく
この時計をしてらっしゃ
るのでスキ～！

No.1362　北村晴男
永遠の０、下町ロケット、
空飛ぶタイヤなど小説
の印象的なアイテムを。
またゴルフ、野球が好き
ということで、ゼロ戦の
プロペラが、バットとゴ
ルフクラブになってい
るのはお笑いが好きだ
からシャレているのね。
弁護士バッチのシルエ
ットっぽく十六菊に収
めて。

No.1356宮迫博之
宮迫です！のあのポー
ズを図案化。大好きな
漫画から北斗の拳の胸
の７つの傷に、O N E 
P IECEのバツ。文字の
丸い迫の字はジッポの
カム、チムニーをイメー
ジして。コンビ名でもあ
る雨上がりの清志郎さ
んからと自身のヒゲを
つけて。

No.1358　後藤輝基
ギター好きなのでピック
の形にG i b s o n風の
GOTOと。またフットボ
ールアワーの頭文字Fか
ら、ギターのfフォールを
あしらって。奥さんがペ
ロちゃんというアダ名な
のでペロっと舌をだして
るよ。夫婦ギターいらず
の仲だとかなんとか。

No.1357東野幸治
好きな中華の丼（どん
ぶりはチリチリ型）に、
大好きなお寿司のネタ
が。シャリの部分がさら
に大好きなゴルフボー
ルに。上にはゴルゴの
M-16マシンガンと好
きの塊。本当はAKIRA
の革ジャンの薬みたく
したかったのですが、さ
すがに露骨過ぎたので
お寿司で代用しました。
寿司で代用って！

No.1361　舞の海
コハダ、熱燗、吉田松陰
が好きと言うことで、
吉田松陰の家紋の五瓜
（ごか）にコハダと熱燗。
またゴルフが好きとい
うことで、内側の瓜がゴ
ルフクラブであったり、
でも受話器に見えるよ
ね。あとグルメ番組で
見かける時、フハフハ食
べててフハフハしゃべ
っているよね。フハフハ。

No,1359　渡部健
（放送では出演はあり
ませんでした）
世界の渡部ですが、甲
子園が好きということ
でダイヤモンドに箸が！
ワールドベースボール
クラシックでは無いで
すね。しかしなぜグル
メをフューチャーしな
かったのかなボク。

No.1360 IKKO
ダイヤモンドが好きとい
うことで、ダイヤモンドに
どんだけ～のポーズ。メ
イクブラシに犬の足跡と。
着物のに合う色に、名前
はこれまた好きなハング
ルっぽく。まったくパブリ
ックイメージのままきら
びやかな感じに出来た
かな。

行列のできる法律相談所① 行列のできる法律相談所②

行列のできる法律相談所③ 行列のできる法律相談所④

行列のできる法律相談所⑤ 行列のできる法律相談所⑥

行列のできる法律相談所⑦ 行列のできる法律相談所⑧



パ紋No.1593 ひでき
ハーレー、ギターが好
きということで、ギター
がハレーを運転してる
ね。バイクもギターも、
ラインがどちらもよく
女性に例えられるよね。
曲線美が。きっとひで
きさんも女性も好きな
んでしょう。ま、女性が
嫌いな男性ってあんま
りいないから当然っち
ゃ当然か。 

パ紋No.1461 OHMI
牛、飛行機、車、舟、デ
ィズニー、鰹、シャチが
好きという事で、乗り
物が好きそうなので、
じゃ、シャチに乗っちゃ
え！と牛が乗って空と
んでますね。シャチって
ジャンボっぽいしね。
ＯＨＭＩって名前が何
かみつけたみたいな驚
きにもとれたりとれな
かったり、ラジバンダリ。

パ紋No.1584 giko
ボート、ネコ、月が好き
という事でボートして
るネコさんだね。頭の
にはお月様が月齢を刻
んでますな。ノーヘル
だね、ノーヘル（N O 
HEL）。地獄(HEL)じゃ
ないってことは天国だ
ったことだね！でもボ
ートに乗る姿勢は正座
してる感じだからスゴ
ク膝が痛いって。

パ紋No.1714 悦　
アロワナ、馬、ゴルフが
好きということで、アロ
ワナと馬とゴルフして
るブレーメンの音楽隊
風ですね。アロワナの
上には競走馬が乗って、
競走馬の上にはゴルフ
ァーが乗って。みんな
左向いてるのに、ゴルフ
ァーだけ右向いている
ね。何故なんだろう。

パ紋No.1478 みゆき
ガーデニング、ジャンベ、
スノーケリング、海、ジ
ンベイザメが好きとい
う事で、スノードームな
らぬスノーケリングド
ームにジャンベのプラ
ンターにジンベイにと
楽しい感じですな。ジャ
ンベが何か調べたら太
鼓なのね。ポンポン。

No.1442　チエ
名前 チエ  好きなもの 
映画、旅行、関ジャニ・
安田くん です。よろしく
お願いします。
という訳で出来たのは、
関ジャニの安田くんが
好きということで、わー
わ わ ー わ ー わ ー な
ES-335だね。カッチ
ョええ。スクールオブロ
ッ ク っ て 映 画 で は
G ibsonのSGだった
ね。関係ないけど。

No1396　りか
名前：りか
好きな物は『ポルノグラ
フィティ』『猫』『オート
バイ』です。
という事で出来たのは、
アポロ11号はボクらの
生まれる前にネコを乗
せてたみたいですね。月
にはバイクがあったり
したりして。アポロサー
ティーン！はのりお師匠
のギャグですね。

パ紋No.1743 ひろあき
ダークナイト、カメラ、
競馬、温泉が好きとい
うことで、頭から湯気で
てる一眼レフのバット
マン。パシャリとね一瞬
を切り取るの。ゴール
板の一瞬を。判定写真
をね。クビ差でもなんで
も勝てばいい。斜行して
走行妨害しなければ。
人生も同じ、真っすぐ進
めばいいってことかし
ら。



パ紋No.1667 中山　
桜、ナース、大阪、オシャ
レが好きと言う事で、た
こやき看護帽だね。って
たこやき看護帽って言い
たいだけみたいになって
るけど。ヘアピンが爪楊
枝になってますな。大阪
は水の都なので、看護帽
が舟に見えたり見えなか
ったり、ラジバンダリ。

パ紋No.1494 神野　
カエル、ホルン、バイオリ
ン、ひょうたんが好きと
いうことで、分銅の窓に
腰掛けるカエルがホルン
吹いてますな。バイオリ
ンもぶら下げて、腰には
ひょうたんと。 バイオリ
ンあるし、ホルンだし、絶
対音感あるし。名前を呼
ばれるとあの瓢箪に吸い
込まれてしまうのかしら。

パ紋No.1487 KAIRI
ジョジョ、スケート、黄緑
色が好きってことはもう
これでしょ。根掘り葉掘
り！根掘りは解るが、葉
掘りって部分はどういう
ことだぁ～！葉っぱが惚
れるのかよぉ～！だね。
ホワイトアルバム。

パ紋No.1482 地崎巌
銭形とひつまぶしと。帽
子なんだけどあれ取ると
ひつまぶしが入ってるっ
てよ。手錠が鰻になって
るとかいないとか。言わ
れるとそう見えてきてし
まうから言葉の力ってス
ゴイよね。言わなきゃ解
んない、伝わらないこと
もおおいもんね。

No.1201　将
カエルとコーヒー
名前:将
という訳で出来たのは、
カエルが偉そうにコー
ヒーなんか飲みやがっ
て！丸窓に腰掛ける感
じがなんともいいです
な。ゆったりとした時間
を過ごしているんでしょ
うね。珈琲ってそういう
時間をくれるよね。

パ紋No.1729 麻衣
チョコレート、看護師、
名前に神がつくので、神
様のイメージというこ
とで、そうとなったらビ
ックリマンチョコのゼウ
スだよね。でも誰？何？
みたいな。海も道も切り
開きチョコロード（レー
ト）道まっしぐらって感
じ～きっと真っすぐな
心の持ち主！

パ紋No.1664 悠太
ガンダム、仏像、蓮が好
きと言う事で、ガンダム
如来っすね。しかも座
像。ありがたやありがた
や。実際にありそうだな。
木彫りのガンダムはチ
ラホラ見たことあるか
らポーズさえ取ればそ
れらしくなるよね。こち
亀の両さんも言ってた
もんね。

パ紋No.1471 すごえり
SEKAINOOWARI、
サブウェイ、ジョジョの
吉良吉影が好きという
ことで、サンジェルマン
の紙袋！サブウェイの
ロゴチックに矢印なん
かついちゃって、そして
あのピエロ、彼は一体
何をしているんだろう
と、ロックバンド好きな
オジサンは思ってしま
うよね。



No.1252　RON
名前はRonです。アメフ
トのデンバーブロンコス、
日本文化が大好きです。
武士に憧れているため、
日本刀、漢字の「義」、母
親 の 出 身 地 で あ る
Graubundenの旗の模様。
という訳で出来たのは、
刀ですな。こっそり国旗
を 忍 ば せ て い た り 。
Graubundenの旗の
模様は白黒んとこかよ！

No.1656　琉莉
名前は琉莉。沖縄、ハイ
ビスカス、イルカが好き
ということで、お花を見
にきたイルカさんだね。
中央の波が口になって
て、それぞれのイルカの
目とで顔にも見えたり
ね。イルカは右脳と左
脳を交互に眠らせて
24時間起きて泳いで
るんだって！スゴイね。

No.1446 阿久津祥彦
ハリネズミとバンプオ
ブチキンが好きという
こと、でハリネズミの上
に弱者の反撃チキンが
風見鶏になちゃってる
ね。ハリネズミとは反対
を向いてる所が弱者の
反撃、バンプオブチキ
ンって感じだね。

パ紋No.1694 美価子 恵人
ラーメン、チワワ、ビー
グル、アウトレイジ、ク
ローズが好きと言う事
で、クギバットでラーメ
ン食べてるね！悪い奴。
心配そうにチワワとビ
ーグルが覗いているよ。
でもクギバットに見え
てサボテンだったりし
て。

No.1684　KANA
時代劇、ワイン、スポー
ツカーが好きと言う事
で、木瓜にちょんまげ、
ワインの原料ブドウに
スポーツカー、十手が
ビシっとしめてくれてま
す。中学男子は修学旅
行のお土産で買うか迷
うよね。ボクは泣く泣く
諦めた方です。あと木
刀も。

No.1249　紗矢子
好きなもの：イルカ、おに
ぎり、名前は紗矢子（さ
やこ）でお願いします彡
という訳で出来たのは、
おにぎりとイルカさんで
すね。なごり雪じゃなく
て、おにぎりなんですね。
おにぎりも握られる時を
知り、ふざけ過ぎた季節
の後でってね、いや通年
いけるっしょおにぎり！

No.1661　秀利
オカミ、スターウォーズ、
龍が好きと言う事で、ラ
イトセーバーにデススタ
ーに向かって吠える狼っ
て感じすね。しっぽがド
ラゴンなんですよ。だか
らヒゲみたいなのがでて
いるの。ウォルトディズ
ニーになったスターウォ
ーズも楽しみ！

パ紋No.1727　こばしん
ダーツ、カメラ、ラーメン、
ITが系が好きと言う事
で、デジタルな文字にダ
ーツでラーメンを喰うと
いうサイバーっぷり。ち
ゃんとカメラに収められ
ていますよ！カメラはレ
ンズの口径が命と信じて
いましたが、今のカメラ
は小さくても明るいね。



No.1663　aki
V6、スラムダンク、リ
ンゴ等が好きと言う事
で、リンゴに月に見立
てたバスケットボール。
バスケットシューズは
V6をデザインしたバ
ッシュー！バスケット
ボールって重いイメー
ジあったけど、重くて
も650gなんだね。ま、
500mlのペットボト
ルより重いか。

No.1423　礼子 
はじめてまして。今朝
ヤジウマTV見ました
♪ヽ(́▽ )`/  パ紋作っ
て欲しいです。
名前:礼子　　
好きなもの:猫
よろしくお願いします。
と言う訳でできたのは、
オンリー猫、猫オンリ
ー。ミケと茶トラが丸
なってるね。

No.1260　仁木
名前は仁木です。好き
なものは珈琲とバスケ
です。また、好きなブラ
ンドはボッテガです。
という訳で出来たのは、
バスケにコーヒー。ネル
ドリップでだしています
が、そのネルがポッテガ
のあの格子状の皮から
出されてるんだとか。ウ
ソだけど。

No.1530 YURI
紫、ネコ、アロマ、ビー
チリゾート、ディズニ
ー、貝殻が好きという
事で、シェルっすね、貝
殻。ディズニーアニメ
の端っこに映ってそう
な顔の付いたシェル
のキャラクター。ネコ
耳つけてるからもうな
んだかわかんなくなっ
てるけどね。

No.1747　滝口　力
プロペラ機、銭湯、生
ビール、スキー、ゴルフ
、ふがしが好きと言う
事で、プロペラがふ菓
子とスキー板とゴルフ
クラブのプロペラ機。
これで銭湯に出かける
んだね。ってそっちの
銭湯か～い！っつって
な。ビールは最近はも
っぱら麦の穂モチーフ
で作ってます。 

No.1222　kiyokawa
名前、kiyokawa   
好きなもの 車のエンジ
ン。工具。飛行機。 ビデ
オ編集室の機材メンテ
ナンスをやってます。 
という訳で出来たのは、
エンジン、工具、こっそ
り飛び立とうとしている
飛行機と。なぜかエン
ジンの所にクマさんが
いるんだけどベアー。

No.1693　なお
ONE PIECEダック
スフント、サイクリング
、ナオトインティライ
ミが好きと言う事で、
サイクリング好きで
ONE PIECE好き釣
ったら青雉しかおらん
やろ。青雉風のインテ
ィライミがギター背負
って世界を回ってるね
自転車で。ダックスフ
ントを従えて。

No.1702　松浦
ONE PICE、ハワイ、
サザンオールスターズ、
スカルが好きというこ
とで、カメハメハ大王
のスカルの海賊旗風
だね。頭のかぶり物が
サザンな感じで。波と
オールスターねってそ
れスニーカー！活動的
なかたなのかしらと思
って見たり。



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した。（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した。行列のできる法律
相談所に出て以来有料（3,000円＋税）で制作しています。パ紋はあくまでも、名前と好
きなモノからの創造で、ガチャガチャ気分で何が出来るかも楽しんでいただければと
思います。　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
て、持ち歩き、見た人に「何コレ？」と聞かれたら、自分の名前と、好きが詰まったパーソ
ナルな紋、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！パ紋を見ればその人が解るんです！
目標は世界人口70億個作る！とあげているのですが、まだ1700個ちょい。
2014年12月現在で1767個中からの抜粋になります。つづきはwebで。
お申し込みはパ紋のHPもしくはパ紋ウォッチのHPから。

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。
http://just2you.jp/user_data/pamon.php

編集後記
2014年7月6日に行列のできる法律相談所にパ紋で出さ
せていただきました。これまで無料で制作していたパ紋で
すが、この日から有料で行うと覚悟を決め、日々制作に勤
しんでいます。大変ありがたいことに、ものすごい反響で、
お申し込みの皆様をお待たせしてばかりではございますが、
なにぶんボク一人での制作ですので、ご了承ください。その
分お値段に反映していると思っていただければこれ幸い。
そして大きなテレビに出たもんだからアチコチからお話を
頂き、大好きなでんぱ組.incの出演した平安神宮奉納ラ
イブのロゴもやらせていただきました。写真はその時のモ
ノ。なんと夢眠ねむちゃんはパ紋を知っていてくれてもう嬉
しいことったらないよね。ワーイ！

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

どうにかパ紋が本にならんかなと思ってます。連絡待つ！


