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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.009原田専門家の

テレビで取り上げられ今
なら10ヶ月待ち!急げ！！
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No.2175 KASUMI
三浦大知、くまもん、に
ゃんこ先生、スキップビ
ートが好きということ
で、いろいろたして割
ってもやっぱりカワイ
イのね。三浦大知さん
はなんだかブルーのイ
メージだったのでダイ
チなのに空色を置い
てみたよ。今はにゃん
こ先生つったらこっち
なのね。ジェネギャプ。

No.1775 Hoonie
戦闘機F22、ネコ、ゴー
ヤが好きという事で、ゴ
ーヤを切ったらF22が
入ってたのね！なんて
デカイゴーヤなんでし
ょうか。F22って全長
19mだからかなりデカ
イ。そしてそれがデカイ
種。悩みの種ではなく
好みの種だね。

No.2208　Yukari
トランペット、ネコ、ドイ
ツに在住、アメリカ、ル
クセンブルクにも住んで
いたということで、ネコ
さんがトランペットを
吹いてるよ。万国旗が
でてるから目出度い時
なんだろうけど、愛でた
いネコさん。目をつむっ
て吹いているからデキ
る人なんだろうなとい
うのがわかりますね。 

No . 2 185　佐知　
SMAP、ドラえもん、黒
猫、ミニチュアシュナウ
ザーが好きということ
で、ドラえもんカラーに
黒猫。五芒星がSMAP
を表しています。なんだ
かとても縁起のいい感
じなのは五芒星が後光
に見えるからかしら。
SMAPを図案化するの
は５人の中からか、グル
ープかで悩ましい。

No.1987 Tiger 　
虎、飛行機、ゴッドファ
ーザー、オペラ、情熱、
サンフランシスコが好き
ということで、虎の操り
人形の出てくるオペラ
って強引だよね。おまけ
にサンフランシスコが
三本の線ってな。なか
なかゴーイングマイウ
ェイならぬ、ガオーイン
グマイウェイガオガオ。

No.2100 とみい
京都、笹の葉、ネコ、桃、
水色が好きということ
で、桃に笹に青竹をフミ
フミしてるネコさんがご
神体だにゃ。当然健康
にご利益があるんだろ
うね。桃饅頭かんかの
パッケージこれだった
らいいな。和菓子とか。
京都だし。漬物でもい
いや。てかパッケージの
仕事ちょうだい。

No.2211MAKOTO KOSAKA
ジャガーxk8(英国車)、
マラソン、鮮やかなブル
ーが好きということで、
プーマじゃないマラソ
ンシューズという感じ。
ジャガーはネコ科ヒョ
ウ属で、ピューマはネコ
亜種ピューマ属で、似
てるけど違うんだね。 
シューズのソウル部分
がミソやね。

No.2200　まさみ　
ねこ、ホルンが好きとい
うことで、招き猫さんが
ホルンを抱いているね。
いや吹いているのかな。
福（吹く）からとても縁
起がいいハズ。こんな
ものは言ったもん勝ち
なんで、これは縁起がい
いのだと自己暗示にか
えると吉と出てますよ。
ニンニン。



No.2004 斎藤
茶トラで手足の白いネ
コ２匹が好きということ
で、ネコナベってるのか、
グルグルまるまちゃって
、斎藤さんを抱いいてい
るね。そのままグルグル
回ったらバターになっ
ちゃうから気をつけなく
ちゃね。でも今バター高
いからいいかもしんな
いけど、よくは無いか。

No.2020 マユコ
関ジャニ∞、猫、銀魂、星
が好きということで、目
が関ジャニエイトにな
ちゃったネコちゃんだ
ね。星がエイトレンジャ
ーの色してるし、銀魂の
着流しだし。ジャニーズ
好きのパ紋で毎回悩む
のは、グループをどう図
案化するかなんだけど、
関ジャニ∞は無限回と
けばいいみたいになっ
てるのだは試合。

No.2092 八重子
潮干狩り、ネコが好きと
いうことで、あさりみた
いな形のネコさんだね。
頭上には熊手。実はこ
れ母のなんだけど、潮
干狩りが好きっていう
ほど好きだったなんて、
この年まで知らなかっ
たわ。こどもの頃よく蒲
郡にいったなぁ。あと中
日のファンだから青く
したけど、これじゃとら
だな。

No.2071 H
白黒ネコ、ドラゴンボー
ル、大阪が好きというこ
とで、ドラゴンボールが
実はたこ焼きだったらし
いですよ。食べちゃうか
らシェンロン出てこない
だけで。勾玉みたいなネ
コちゃんでこれまた縁起
がいいね。こんな勾玉あ
ったら絶対売れるよね。
作りたいな。

No.2084 しのっぴ
ユニコーン、岡山、桃、イ
チゴ、茶トラのネコが好
きということで、桃の中
に茶トラとイチゴが。ネ
コの手がU.¢っぽくな
ってるとかいないとか。
言われてもかなりわか
りにくいよね。まそうい
うトコロを見た人にコ
ンコンと話をしてあ～
だこ～だいうのがパ紋
なんだよね。（すごい言
い訳）

No.2040 ゆうこ
ジャスミン、柴犬、猫が
好きということで、ジャ
スミンでかくれんぼで
もしてるのかしら、柴犬
と猫ちゃんとゆうこち
ゃん。 犬も猫も白色に
したけど、きっと白い、
つまり清いモノが好き
なんじゃなかろうか。そ
んな気がします。腹黒く
なく清潔な。根拠は無
いけど。

No.2070 まりこ
ねこ、ひまわり、黄色が
好きということで、ひま
わりとネコちゃんです。
リスちゃんならひまわ
りの種を食べるけど、ネ
コちゃんはお手玉にす
るのかな。おにぎりみ
たいなネコってかわい
いよね。だからっておに
ぎりがかわいいかって
いったらそうでもない
んだけど、かわいいか。

No.2062 たじまる
スキンヘッド、キティちゃ
ん、看護師ということで、
丸（スキンヘッド）に聴診
器にリボンだよ。そう言
われるともう丸がスキン
ヘッドに見えてくるね。
家紋のことを調べてると
その家の好きなモノとか
職業が反映されてたりす
るから、パ紋も代々受け
継がれたらいいけど、そ
うなると家紋だな。



No.1916 哲平
ライオン、サッカー、
ONE PIECEが好きと
言うことで、海賊旗風
に。骨のトコがサッカ
ーボールにななってる
ね。ONE PICE好きだ
と言われると考えない
け無いのは、何が好き
かってことなんだけど
それを紐解くのは他の
好きなモノなんだけど、
サッカー好きのキャラ
いたっけか？

No.2162　シンジ
ドラゴンボール、ジョジ
ョ、クラシック（ピアノ）
クラブ音楽などが好き
ということで、ウェザー
リポートのキン斗雲っ
て感じです。あれもこれ
もそれもどれもという
方はえてしてシンプル
なモノが好きなんです
よね～。これ2000人
から作ってきた統計な
んです。

No.2159　壱語壱会
どくろ、炎、水、眼鏡、弓
道が好きということで、
弓を引いたようなメガ
ネをかけたドクロだね。
口元が弓になってると
も言えるし、シンプルな
モノの方が考える余地
があって見てて楽しい
んだけど、作るのはご
まかしがきか無い分難
しいよね。

No.2168 長谷川
読書、パンダ、戦国時代
が好きということで、戦
国パンダが読書をして
いますね。兵法書でも
読んでいるのか、竹の
図鑑でも読んでいるの
か、地図を観ているの
か。書籍で読んだ方が
手の感覚で覚えること
もおおいよね。

No.2188　平井
ジョジョの奇妙な冒険、
飛行機、猿、青、トマトが
好きということで、トマ
トにラナンチャのスタ
ンド、エアロスミスです
ね。操縦してるのは猿だ
し。トマトを投げつける
お祭りに活躍するね。
ジョジョの何部が好き
かにもよるけど、ボクは
5部が好きだなぁ。アリ
アリアリ～。

No.2189　りょうせい
ワンピース（ゾロ）、ポケ
モン（ケロマツ）が好き
ということで、足して２
で割った海賊旗ですね
。カエルなので悪魔の
実を食べてもかなづち
にはならないのかな？
でもやっぱり泳げ無い
かもね。

No.2122 KENJI
柔道、空手、剣道、少林
寺、筋トレ、釣り、ゴルフ
が好きということで、黒
帯一本ですね。グリーン
と。一筋という感じだけ
ど、あれこれ武道してる
という。いかに線を少な
くして伝えられるかって
のにも挑戦してるんだ
けど、最終的には線一
本でやりたいね。

No.2174　くみ
パンダ、ライオン、ロンド
ン、パリが好きというこ
とで、パンダライオンで
すね、ダンデライオンみ
たいに言って！でダン
デラインってタンポポ
の事なのね。全く関係
なかったね。凱旋門で。
ロンドンにはタワーブ
リッジってのはキン肉
マンで覚えたよ。



No.2072 なよぴー
SEKAI NO OWARI、ポ
メラニアン、四国のジュー
スリープルが好きという
ことで、ポケラニアンが
ドラゲナイしてるね。配
色はリープリカラーで。
リープルっ乳酸菌飲料な
のね。青汁だしてるトコ
やから健康的な乳酸菌
飲料。四国っこのソウル
ジュース！ 

No.2166　ナオミ
インプロ（即興劇）、ス
ターウォーズ、シカゴ、
イカの塩辛、赤が好き
ということで、赤でイカ
描いたらタコに見えて
しまうね。どうにかなら
なイカ。そんなベーダ
ー卿のイカ兜をかぶっ
た即興劇をシカゴでし
ているって感じ。

No.2176　吉雄家
フレンチブルドッグ、野球
が好きということで、白
球にフレブル。日本には
大将時代に入ってきて、
昭和初期には多く育成
されてたんだって、知ら
なかったわ。フレンチブ
ルドックよりもブルドッ
クが脚光を浴びてたのに
はハクション大魔王の影
響が大きいよね。

No.2186　剛邦
天空の城ラピュタ、麻雀、
となりのトトロが好きと
いうことで、飛行石のイ
ーピンですな。トトロみ
たいな形した。だから飛
べるのか飛べないのか
はわかりませんが、盲牌
しなくてもわかるという
ね。トトロも飛べるから
おそらく飛べるのかな。
ブオ～って泣きながら、
あ、ポンかチーかカンか。

No.2197　透
ドラゴンボール、仮面ラ
イダー、消防車、ストレイ
トクウガ、ブルースリーが
好きということで、ググっ
て知りましたストレイト
クウガ、あの独特な髪型
にヌンチャク、しかもドラ
ゴンボールの星入りで消
防車のホースだったりと
万能！名前が変身ベルト
で。ヒーローの塊みたい
なもんですな。

No.2107 KUMI
犬、トイストーリー、ミ
ニクーパーが好きとい
うことで、バズのあの宇
宙服を着た犬だね。グ
リル部分がなんとなく
ミニクーパーだったり。
犬も宇宙へ行く時代。っ
てかバズのあれはボデ
ィーで宇宙服じゃない
んじゃないかしら。 

No.2014 こーた
SEKAINOOWARI（と
くにLove the warzと
いう楽曲）、サッカー、黒
色が好きということで、
サ ッ カ ー ボ ー ル が
FUKASEになってま
すね。フカッセーボール
でドラゲナイ、ドラゲナ
イ。今年の流行語にな
るのかしら。去年流行っ
たんだっけ？
 

No.2204　やまぎー
X JAPAN、マクロスシ
リーズ、漫画全般、薔薇
が好きということで、薔
薇にバルキリー。ダクト
にXだよ。バラをこの五
角形二つで表現するの
はいい発見だったな。
おそらく以後このパタ
ーン増えそうな気がす
る。薔薇香るガムってあ
ったね昔。 



No.2182　OKUTSU
剣道、南足柄（地元）、金
太郎が好きということで、
まさかり担いだ金太郎の
前掛けに竹刀もつけて
鬼に金棒どころか、金太
郎にまさかりに竹刀。怖
いもんなしですね。しか
し家紋をいろいろ見ては
いるんですが７角形は見
ないなぁ。ラッキーセブ
ンはやっぱり洋のモノな
んだね。

No.2193　藤井
ラーメン、ジーンズ、ビ
リヤード（特に11番の
球）が好きということで、
箸がジーンズになって
る11番の球のラーメン
鉢といった感じですか。
箸もいろんな柄のそれ
こそ電車にみたてたの
とか出てるけど、さっす
がにジーンズに見立て
たのは無いだろうね。し
かしこのラーメン鉢カ
ッコいいな。 

No.2056 ei
サーフィン、ダイビング、
海、クルーザー、紺青、
坂本龍馬、幕末、ハイテ
クITエンジニアというこ
とで、波にクルーザー、
サーフボードにも見え
なくもないって感じです。
夜明けは近いぜよ。船
出も近いぜよ。 やっぱ
りシンプルなのがカッ
コいいな。

No.2032 本多
巨人、ゴルフ、食べ歩き、
お米、おはぎ、ケーキな
どが好きということで、
ヘルメットがお米でグ
リーンになってもいる
や～つだね。 むかしの
プロ野球のマークはか
わいいのが多くて好き
だったけど、最近のはス
タイリッシュになりすぎ
てるよね。

No.2135 yoshimi
看護師、自衛隊、バーバ
リーが好きということ
で、バーバーリーチェッ
クな色の看護帽をかぶ
った騎士だね。盾がで
かいのは自衛してるか
らかな。タータンチェッ
クは家紋みたいに、そ
の家のパターンがあっ
たりとしてそれはそれ
で奥深いよね。ただ解
りにくいよなぁ、慣れか
な。

No.2196　芹沢
クロネコヤマト勤務、ラ
ーメン、ラッキーストライ
ク、パチスロ、パチンコが
好きということで、パチ
スロの赤の停止ボタン
でもあるラッキーストラ
イク。赤にならないよう
に止める！そして浮いた
お金でぞぞぞとラーメン
を食べているのが黄金
の箸！金運アップな紋だ
もん。

No.2195　貴光
競艇、硬式テニス、豆芝
が好きということで、し
ぶきが軟式テニスボー
ルになってるボートにの
った豆芝です。乗ってる
犬の名前はペラかな。当
然この豆柴も正座して座
っているんだろうけど、
ケツを上げてモンキータ
ーンだね。犬猿の仲だけ
どってか。

No.2061 JUN
星、耳鼻科、馬の蹄が好
きということで、蹄鉄に
耳。馬の耳に念仏って感
じじゃないですが、結果
そう見えてしまったね。
しかし空耳アワーっぽく
も見えてなかなかインパ
クト大だな。改めて見て
これは載せなくちゃと思
ったほどだもん。



No.2171 カミコヅル
鶴、トータルステーシ
ョン（測量に使う機械）
ゴルフ、青、水色、黄緑、
白が好きということで、
鶴とトータルステーシ
ョン。グリーン上でト
ータルステーションで
正確に計測している
のかしら。上から鶴が
いたずらしなきゃいい
けどね。

No.1913 Daimaru
タンクローリー 、給油
用ピストル、ドラム缶、
灯油缶(ポリ缶)が好き
ということで、タンク
ローリーっすね。働く
車ってボクもすきです。
だって車が働いている
んだもん。自分で給油
して自給自足！もうち
ょっと改造してMAD 
MAXみたいにしたら
もっとかっこいいよね！

No.2190　鮎美
可愛いもの、雑貨、ネイ
ル、両面テープ、ドライ
ブなどが好きというこ
とで、両面テープなのに
ネイル柄マスキングテ
ープみたいな柄がつい
てるね。芯はドライブか
らタイヤっぽくもしてる
んだけどこれだと重機
のタイヤだな。

No.1865 峰
トラクター、コンバイン
等の農機具が好きと
いうことで、コンバイ
ンですね。赤いトラク
ターかもしんないけど。
♫Oh赤いトラクター
に火をつける　そいつ
で世界を救う為に～
夕暮れ時って悲しいな
　赤いトラクターとミ
ルクかき混ぜながらつ
ぶやいたってね。

No.2045 OGA
グレッチのギター (テ
ネシーローズ)、レコー
ド、黒縁メガネが好き
ということで、レコー
ド盤にグレッチですな。
トレモロアームをウワ
ンウワンした感じがレ
コードに刻まれてます
ね。当然アームはビグ
スビーで決まりっしょ。

No.2163　Doi
エレキギター、象（動物）
海、赤、ゴールド、ブラッ
クが好きということで、
象とギターといったら
もうZO-3でしょ。パオ
～ン！ その昔清志郎さ
んが持ってよくテレビ
に出てたのを見てボク
も買ったなぁ。あれどこ
いったかな。（知ってる
けど）

No.2147 加奈
パン、友達、お喋りが
好きということで、パ
ンですよパン。トング
とトークをかけてるっ
てよ。文字の具合を漢
字の紋、角字っぽくし
ているんだけど角字も
なかなか線の取り方
でずいぶんと見栄え
変わるからもっと勉強
しなくちゃな、特に斜
めの払いなんか。

No.2177　西村
パン屋、カエルが好き
ということで、カエル
とパンです。カエルの
形のパンにしたかった
んだけど、なんだか相
性が悪い気がして別
々にしたんだけど、あ
まり気にならなかった
ね。カエルさんはパン
を狙っているのかしら。



パ紋の制作は3,000円＋税にて下記HPから受付しています。
イラストレーター、PDF、JPGの各データをお渡ししています。受け取ったパ紋のデータ
はご自身で自由に使っていただいてかまいません。名刺に入れたり、スタンプを作った
り、スマホケースにしたり、腕時計にしたり、ステッカーにしてキャリーバッグに貼ると空
港で目立つこと間違い無し！缶バッチにして友達にあげたり、ワッペンにして縫い付け
たり、SNSのアイコンにしたり、その使い道は無限大！（メールにてグッズの作り方もお伝えしています）
ぜひパ紋を通してコミュニケーションを広げましょう！パ紋を見た人は必ず「何それ？」
と聞いてきますから、自分のスキと名前が詰まったパーソナルな紋だと話題を広げよう！
きっと好きと好きが繋がって思わぬ出会いがありますよ！
目標は世界人口70億個作る！とあげているのですが、まだ2200個ちょい。
2015年7月現在で2213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
2015年6月22日の中日新聞・三河版に掲載していただき
ました。まぁ子供の頃は犯罪以外で新聞に載るような大人
になりなさいと母に言われてたので、こうして載れ他ことは
嬉しいですね。しかも２度目。1度目は東京新聞でした。そ
れも半ページほど。２度あることは３度あるので、次はどこ
の新聞社さんが掲載してくれるのかな。昨年の行列以降本
当にたくさんの方からご依頼を頂いていてやっと半分終わ
った感じです。今まで以上にサクサクと進められるよう日々
精進。そして24ヶ月待ちだったのも10ヶ月待ち！これは子
供が生まれるペースと同じで生み出されるわけです。
今回はネコ特集と題して２ページに渡りネコのパ紋を掲載
しましたが、一言にネコと言ってもいろんなパターンがある
んだねと自画自賛。

LINEクリエイターズマーケットにて原田専門家のLINEス
タンプ販売中です！エビフらえもんと、原専の２つですが今
後続々登場予定ですので、ぜひ使って上げてくださいね。
エビフラえもんの方にはよく見るとエビフラえもんのパ紋
が入ってるんですよ！買ってチェックすべし！ベシベシ！

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！
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原田専門家LINEスタンプ大好評販売中!!


