
高森町キャラクター

柿丸くん
使用の手引き

みんなで正しく使
いましょう！

問い合わせ先
高森町役場経営企画室
長野県下伊那郡高森町下市田2183-1
電話（0265）35-3111（代表）

（0265）35-9441（直通）
FAX （0265）35-8294

平成25年10月作成©2012高森町 柿丸くん



こんなことに使用したい場合は申請が必要です。

・柿丸くんグッズを製造販売したい
（キーホルダー、文房具、ステッカー等）

・サークル活動でおそろいの柿丸くんTシャツを作りたい
・柿丸くんをデザインした饅頭を販売したい。
・商品パッケージに柿丸くんを使いたい
・店頭で柿丸くんの看板を立てたい
・会社の名刺に柿丸くんをイラストしたい。
・チラシに柿丸くんをイラストしたい。
・啓発品に柿丸くんを使いたい。
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「柿丸くん」のプロフィール

誕生日 平成２４年４月２１日

生まれた場所 天竜川からの朝霧のかかる畑の中

身長 柿すだれ１条分

体重 市田柿１００個分

好きな食べ物 市田柿、川魚

嫌いなもの カビ、カミナリ

好きな色 山の緑

趣味 秋に天竜川からの朝霧と暖かな日光を交互に浴びること、魚釣り

特技 柿の枝剪定、柿の皮むき、お手玉

服装 みどり：高森町の山
あお：高森町の川（天竜川や大島川）

住んでいる場所 下市田の柿畑の中



○申請には、下記の書類を必ず提出してください。

「柿丸くん」は営利を目的としないで、個人的には家庭内その他これに
準ずる限られた範囲内においての使用を除いて、事前の申請による許可
を得ることが必要です。

①使用申請書
②利用する商品等の見本

※見本の添付が出来ない場合、写真・図案や原稿等、確認できる
もの。
③企業・団体等の概要書（パンフレット等）

※個人の場合はプロフィールや活動内容が分かるものを添付して
ください。様式は任意のもので結構です。

食品に利用する場合は、次の書類を１部ずつ、併せて提出してくだ
さい。

④製造もしくは販売に係る保健所の営業許可証（写）又は各店舗の
業務開始報告書（写）

柿丸くんの使用申請について



○使用にあたっての留意事項

①使用に起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する責任を負うもの
とし、高森町は一切の責任を負いません。

②使用に当たっては、製造責任における責任の所在を明らかにする表示をはじめとし
た関係法令を遵守し、消費者等に誤認や誤解を与えないようにしてください。

③使用許可は、高森町が著作権を有する「柿丸くん」のイラスト、写真を使用するこ
とを許可するものであり、利用許可を受けた者に権利が発生するものではありません。
また、他の申請者の同様の申請を妨げるものではありません。



次の場合、使用は許可できません。

（1）法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
（2）特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると
認められるとき。
（3）不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
（4）自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められる
とき。
（5）高森町の信用または品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
（６）イラストの利用によって誤認または混同を生じさせる恐れがあると認められる場
合
（７）イラストのイメージを損なう恐れがあると認められる場合
（８）立体物で、その表現がイラストの立体物と認められない場合
（９）イラストの著しい変形その他イラストの利用が適当でないと認められる場合



○申請書に添付する「商品等の見本」について

商品(見本)の現物か、その写真・イラスト、または商品の仕様書など、
柿丸くんをどのように利用するか具体的にわかるものが必要です。

【商品】 どんな商品になるのか、具体的なイメージがわかるものを提出
してください。（POP、タグ、台紙等についても申請時にまと
めてデザインを提出してください。）
現物を提出できない場合は設計図等を提出してください。

【パッケージ】 どこに、どのような大きさ・色で使うのか明記してください。
(シール・ラベル等を食品に貼り付ける場合はシール等のデザイ
ン案とシールを貼る商品の画像をつけてください。）

【チラシ・パンフ
など印刷物】

印刷物の中で、どこに、どのような大きさ・色で使うのか明記
してください。



許可を受けたら

○許可を受け、出来上がった製品は、現物を事務局へ郵送・持参ください。
商品等の場合は、完成品を提出してください。
ホームページや広告の場合は、印刷したもの等を提出してください。

○販売の場合、使用期間満了後の在庫も、販売できます。
使用許可期間満了後において、商品等の在庫が残っているときは、当初の許可内容

(使用品の名称、販売小売価格、製造予定数）を変更しない限り、改めての変更の申請
は不要で、期間満了後も、在庫がなくなるまで引き続き使用いただけます。

柿丸くんの使用変更申請について

○デザインや種類を増やしたい場合など、現在、利用中の方で、内容を変更する場合
には、変更申請が必要です。お問い合わせください。
・キーホルダーのデザインを変えたい
・追加で色の種類を増やしたい
・申請時より販売数が増えた
こんなときは変更申請が必要です。



○印刷の色は、原則、指定色または単色(１色)です
「柿丸くん」の色を変更することはできません。指定色のままか、単色（黒１色）での利
用となります。周りの印刷がカラーの場合は指定色でご利用ください。

デザインについて

個別の企業・団体や商店、商品の応援は出来ません!
使用取扱要綱に沿って、正しく、中立公平に利用してください。
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こんな「柿丸くん」のデザインは許可できません。

○「柿丸くん」を、変形したり体の一部を省略したりしないでください。

たて・よこ比率が変わるなど柿丸くん図形を変形しているもの

顔の中で目など柿丸くん図形の一部分を省略しているもの



× ○
・柿丸くん味噌
・柿丸くん饅頭
・柿丸くんプリン
・柿丸くん焼酎
・柿丸くんストラップ
・柿丸くん不動産
・お得な柿丸くんプラン

・味噌（柿丸くん柄入り）
・茶（柿丸くんイラスト）
・柿丸くんのストラップ

○柿丸くんは男の子です。女の子の格好はできません。また、企業や団体を特定させるよ
うな制服なども着せることはできません。

・企業名や団体名が入っているものは着せられません
・企業名や団体名が入っていなくても、デザインで特定できるような制服・ユニフォー

ムも着せられません。
・リボンを付けたりスカートやハイヒール等、女性を連想させるものは着けられません。

○商品名・会社名等には利用できません。



○「柿丸くん」の体には商品等の写真をかぶせたり特定の企業・団体や商品を応援する使
用はできません。

店名・商品名などを柿丸くんに持
たせたり、ふきだしで言わせるこ
とはできません。

柿丸くんが特定の商品の名前を指差
したりすること、またおススメする
ような表現はできません。

高森大好き！ ○○商店

高
森
に
お
い
で
よ

ネギラーメン
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○○饅頭

○ ○× ×
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○広告利用の場合は、次の点にご注意ください。

（１）イラストと実写写真の取扱いについて
町が提供するイラストも、個人で撮影された写真も、利用する場合は原則として申請
が必要です。ただし、個人で撮影された写真を不特定の方が対象でなく個人で楽しむ
範囲であれば申請の必要はありません。
（例えば、個人のブログに掲載する場合）

（２）許可を受けた商品の写真使用について
許可を受けた商品を撮影し、その写真をテレビ、チラシや新聞広告に掲載することは
可能です。テレビCMにおける動画、アニメーションなどについては、高森町の紹介と
して使う場合などに限り認める場合がありますが、「柿丸くん」は個別商品の応援を
することはできません。画面のデザインやナレーションについては事前にご相談くだ
さい。

（３）新聞・雑誌への実写の写真掲載について
新聞・雑誌について、実写の写真のみをイベント内容の周知など広報の目的で載せる
場合は申請不要ですが、販売促進、誘客などの目的で広告などに使用する場合は申請
が必要です。



食品使用について

食品への使用は、高森町内で製造又は販売される場合に限ります。

食品への使用の場合も、関係法令による表示義務を遵守するととも
に製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。

製造
販売

町内 町外

町内
○ ○

町外
○ ×



○利用できる食品は下記に限ります。

・町内で食品を製造される場合
町内及び町外(国内に限る)において販売できます。この場合は、町内の製造事業者、町
内の販売事業者または町内の各販売所のいずれかで申請してください。（町外の販売事
業者は、申請できません。）

・町外(国内製造に限る)で食品を製造される場合
町内での販売に限ります。この場合は、町内の販売事業者または町内の各販売所のいず
れかから申請してください。(町外の販売事業者等は、申請できません。)

※ただし、高森町内で生産された農林水産物を使用し、販路拡大及びＰＲ効果が見込ま
れる場合、町内のご当地料理の名称を使用し、販売エリア、個数が大きいなど全国にＰ
Ｒする場合は、例外的に認める場合もありますので、個別にご相談ください。



Ｑ＆Ａ

Q１ 利用料は発生しますか？
A１ 無料です。

Q2 個人が利用する場合でも、利用申請が必要ですか？
A2 個人で年賀状等に利用される場合は、利用申請は不要です。但し、「©2012
高森町 柿丸くん」又は「©2012 Takamori Town. Kakimaru」と明記してくださ
い。

Q３ 申請書の提出はメールでもよいでしょうか？
A３ 事前相談時の提出はメール、ＦＡＸで構いません。正式な申請書は、あらため
て郵便または持参により提出してください。

Q４ 店内掲示のポップ広告（商品の広告）についても、新たに申請する必要があり
ますか？
A4 商品への利用申請と一緒に提出してください。申請後にポップ類を作成する場
合は、再度、変更申請して頂くことになります。

Q５ 商品と一緒にその商品のカタログやチラシを作ってＰＲしたいのですが、商品
とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか？
A5 商品の申請時に、そのカタログやチラシの原稿等も添付して一括で申請してく
ださい。申請後に追加でカタログ・チラシを作成する場合は再度、変更申請をしてい
ただくことになります。



Q6 どのような場合に変更申請が必要となりますか？
A6 使用許可後商品などのデザイン、数量、色、大きさなどが変更になった場合に
は変更申請が必要となります。また、商品自体が変わる場合は変更申請ではなく新規
申請が必要です。

Q7 個人の場合、添付する「プロフィール」はどのように書けばいいですか？
A7 様式は任意です。「仕事の内容」「仕事の経歴」がわかるものを添付してくだ
さい。

Q８ 許可を受けた商品などの利用期間に制限はありますか？
A8 許可日から起算して１年を経過する日以後の最初の３月31 日までです。更新す
る場合は再度申請書を提出してください。
（例:許可日 平成25年12月7日→期限 平成27年3月31日）

Q９ 申請書の印鑑は、何を使えばいいでしょうか？
A9 法人・任意団体→法人印または代表者印

個人→個人印（認印、シャチハタ不可）



Q10 チームの応援旗やチームのユニフォームに柿丸くんの図形を利用することがで
きますか？
A10 柿丸くんは、高森町のキャラクターです。柿丸くんが特定チームや団体等の
キャラクターと誤認されないよう、柿丸くんの近くに「高森町キャラクター 柿丸く
ん」または「南信州 高森町キャラクター 柿丸くん」「市田柿発祥の里 高森町
キャラクター 柿丸くん」と明記してください。

Q11 企業誘客のための広告看板として柿丸くん図形を利用することができますか？
A11 企業誘客のための広告看板類も、特定企業のキャラクターと誤認されないよう、
柿丸くんの近くに「©2012高森町 柿丸くん」又は「©2012 Takamori Town.
Kakimaru」と明記してください。また、柿丸くんの身体に企業名削入れたり、個別
の特定商品を手に持ったり、吹き出しで個別の企業や商品を推奨することはできませ
ん。

Q12 「柿丸くん○○」、「○○柿丸くん」など、商品の名前や店名に「柿丸くん」
の冠を付けて良いですか？
A12 柿丸くんは高森町のキャラクターですので、性格付けやイメージ付けがなされ
るような使い方や特定企業をイメージさせるような使い方はできません。このような
観点から、原則として、商品や屋号、店名に柿丸くんの冠を付けることはできません。



Q13 企業内の職員研修用の冊子の中に、柿丸くんの図形を入れて利用することはで
きますか？
A13 企業内で、その企業の社員の方だけが見られるものについては、利用申請は不
要です。但し、 「高森町キャラクター 柿丸くん」または「南信州 高森町キャラク
ター 柿丸くん」「市田柿発祥の里 高森町キャラクター 柿丸くん」と明記してく
ださい。また、使用できる柿丸くんイラストのまま利用してください。

Q14 会社の営業のため、柿丸くん図形を入れた名刺を作成して配付することはでき
ますか？
A14 会社として名刺に使用する場合には、申請のうえ、使用してください。

Q15 企業や団体の概要書の中に、柿丸くん図形を入れて外部に配布できますか？
A15 外部に配布する場合や一般の方がご覧になるような場合は、申請が必要です。



Q16 シールを作りたいのですが、可能ですか？
A16 販売用グッズとしてのシール（柿丸くんのシールセットなど）は、シール単体
の商品として申請のうえ利用できます。ただし、製品やパッケージなどに貼るシール
は、当該シールを貼る製品とセットで許諾しますので、製品に貼った実際に利用する
形で、申請書に資料を添付してください。申請にあたってはシールのデザイン案とそ
のシールを貼る商品の画像が必要です。

Q17 柿丸くんの色を変えてもかまいませんか？
A17 指定色又は黒色を利用してください。また、変形させることもできません。個
別にどのような商品等かを確認したうえで使用の許諾を判断しますので、申請書には
必ず見本（見本が添付できないときは写真・図等）を添付してください。

Q18 特定の商品を手に持たせることは可能ですか？
A18 特定の企業の商品を持たせることはできません。市田柿など、一般的な高森町
の特産物、農産物であれば可能です。

Q1９ 弁当や惣菜のふたや掛け紙に「柿丸くん」を利用して良いですか？
A1９ 食品の容器やパッケージに「柿丸くん」のイラストを使用する場合は利用の
区分は食品になります。弁当や惣菜類の容器等への利用については、食の安全性の確
保の観点に十分ご留意ください。
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