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室蘭市は開港150年・市制施行100年という記念

の年から、新たなまちのイメージと魅力発信に取

り組んでいます。

そのために2021年（令和３年）に取り組んだのが、

新しいイメージのデザインでした。室蘭の未来を

担う中学生20人を含む幅広い世代の市民が集まり、

「まちのデザイン会議」を開催し、議論やワーク

ショップを重ね、このマークが誕生しました。
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これからのまちのビジョンである

「室蘭が好き。みんなで創る、住み続けたいまち」を実

現するために、これからのまちの新たなイメージと

魅力を発信するマークをデザインしました。

マークの位置づけは、市章と同じく、まちのイメージ

をつくっていく役割があります。
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はじめに マークの位置づけ

≒
室蘭市 市章



これからの室蘭にとって、とても大切なものはみな

さんが好きな室蘭のモノ・コト・ヒト・バショです。

“みなさんが好きな室蘭=MY室蘭”とし、新しい

イメージとともに発信していくために、室蘭の新

しいマークに「MY室蘭マーク」と名付けました。
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はじめに マークの名前



「まちのデザイン会議」第1回目は、“わたしの好き

な室蘭=MY室蘭”を募集し、エピソードなどを伝え

合いながら、共有しました。白鳥大橋や地球岬と

いった観光スポットだけではなく、通学路から見

える風景や工場の様子、食べ物など、日常のなかで

好きなところも、まちの魅力としています。

‶MY室蘭はいったいどんな色だろう？”と考え、

MY室蘭マークに使用する色をつくりました。

それを、ムロラニックカラーと名付けています。
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ムロラニックカラー 色について



室蘭ブルー
muroran blue

色指定する場合
CMYK：C100　M73　Y17　K0
RGB：R0　G76　B143
HEX：#004C8F

DIC： 220
PANTONE：7692C

海、空、白鳥大橋や地球岬、
潮見公園からの景色
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メインカラームロラニックカラー



室蘭の原風景＝工場

室蘭グレー
muroran gray

色指定する場合
CMYK：C86　M80　Y60　K0
RGB：R62　G71　B91
HEX：#3E475B

メインカラー
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ムロラニックカラー

DIC：448  
PANTONE：2376C



自然の爽やかなイメージ

色指定する場合
CMYK：C100　M40　Y90　K8
RGB：R0　G111　B71
HEX：#006F47

室蘭グリーン
muroran green
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メインカラームロラニックカラー

DIC：388
PANTONE：3425C



室蘭オレンジ
muroran orange

室蘭イエロー
muroran yellow

室蘭ピンク
muroran pink

室蘭パープル
muroran purple

夕日の黄色オレンジ

カレーラーメン
白鳥大橋のライトアップ

市内各地で楽しめる桜や
人を受け入れる優しい雰囲気

室蘭のランの花

色指定する場合
CMYK：C10　M75　Y100　K0
RGB：R221　G95　B13
HEX：#DD5F0D
DIC：566
PANTONE：1505C

色指定する場合
CMYK：C20　M17　Y100　K0
RGB：R216　G199　B0
HEX：#D8C700
DIC： 568
PANTONE： 605C

色指定する場合
CMYK：C17　M77　Y48　K0
RGB：R208　G89　B100
HEX：#D05964
DIC：284
PANTONE：702C

色指定する場合
CMYK：C87　M94　Y28　K0
RGB：R66　G47　B116
HEX：#422F74
DIC：257
PANTONE：2112C
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サブカラームロラニックカラー



MY室蘭マークは、モチーフあり、モチーフなしの2種類を用意して
います。縦組みや横組み、モチーフのバリエーションについては
15ページに記載しています。ここで描かれているモチーフは、
未来に伝えたい室蘭の資源について市民の人気投票で選ばれた上
位3つ「白鳥大橋」「室蘭やきとり」「地球岬」です。

モチーフあり モチーフなし

室蘭やきとり

地球岬

白鳥大橋
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MY室蘭マーク



モチーフ
motif

ロゴタイプ
logotype

キャッチコピー
catch copy

モチーフあり モチーフなし

マークは、「モチーフ」「ロゴタイプ」「キャッチコピー」の3つを
組み合わせて構成します。モチーフあり、モチーフなしは自由に
選択することができます。
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MY室蘭マーク 使い方 パーツの名前



マークの周りにロゴタイプ
「M」の文字が1つ入るスペース
をつくると、きれいに配置す
ることができます。

拡大縮小する時は、縦横の比率を変えずに
使用します。

　比率を変えずに拡大縮小する方法

Microsoft Word / Excel / PowerPoint
画像データの四隅の角から拡大縮小すると、
比率を変えずにサイズを変更することができます。

Adobe Illustrator
[Shift]を押しながら拡大縮小すると、
比率を変えずにサイズを変更することができます。

11

使い方MY室蘭マーク 配置について



マークの最小サイズに決まりはありません。使う場所や届けたい
人にあわせてサイズを決めることができます。『Muroran』のロゴ
タイプ、キャッチコピーを読めるサイズにすることで、MY室蘭マーク
が効果的に活用されていきます。キャッチコピーあり、なしは自由
に選択できます。
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使い方MY室蘭マーク サイズについて



背景に指定はありません。色の組み合わせを楽しみながらマークを自由に配置してください。背景
にあわせてカラーと単色のデザインを選ぶことができます。マークの背景には、写真や動画も使用
できます。単色のマークは、好きな色に変更できます。

使い方MY室蘭マーク
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背景と色について



1,2,3! Let’s create something fun!
Interstate

1,2,3! Let’s create something fun!
Arial

1,2,3! Let’s create something fun!
Helvetica

�,�,�! Let’s create something fun!
Noto Sans

何か面白いことをしよう！
見出ゴMB1

何か面白いことをしよう！
游ゴシック体

何か面白いことをしよう！
Noto Sans JP

何か面白いことをしよう！
凸版文久見出ゴ

フォントに指定はありません。和文はゴシック体、英字と数字は
サンセリフ体がおすすめです。以下は推奨フォントです。

使い方MY室蘭マーク
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フォントについて



縦組み 横組み

モチーフありのマークは、縦組みと横組み、2パターンがあります。
モチーフ部分は、集合と単体でバリエーションを用意しています。
使う場面にあわせて、どちらかを選択してください。キャッチコピー
あり、なしも自由に選択して使用できます。

モチーフ（複数）
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バリエーションMY室蘭マーク



白鳥大橋 縦組み 地球岬 縦組み 室蘭やきとり 縦組み

白鳥大橋 横組み 地球岬 横組み 室蘭やきとり 横組み

モチーフありのマークは、縦組みと横組み、2パターンがあります。
モチーフ部分は、集合と単体でバリエーションを用意しています。
使う場面にあわせて、どちらかを選択してください。キャッチコピー
あり、なしも自由に選択して使用できます。

モチーフ（単体）
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バリエーションMY室蘭マーク



モチーフなしのロゴタイプは、キャッチコピーあり、なしの2
パターンを用意しています。使う場面にあわせて、自由に選択
できます。

コピーあり コピーなし
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バリエーションMY室蘭マーク ロゴタイプ



「まちのデザイン会議」第2回目では、マークのデザ

インワークショップを開催。

参加者それぞれの“わたしの好きな室蘭＝MY室蘭”

をイメージして自由に線を描いてもらい、文字を

作成しました。オリジナルMマークは、みなさん

がそれぞれ考える好きな室蘭を伝えていく役割が

あり、それをバリエーションとして使用できます。

また、このワークショップはマークの使用を検討

しているみなさんも挑戦することができます。

ぜひ、あなたの好きな室蘭をイメージしながら、

オリジナルMマークをデザインしてみてください。

バリエーション オリジナルMマーク
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MY室蘭マーク



まちのデザイン会議で制作した、会議メンバーみんなのオリジナル

Mマークは、公式マークとして使用できます。

バリエーション
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オリジナルMマークMY室蘭マーク



MY室蘭の夕日と

白鳥大橋のライトアップを

表現しました。

霧、夕焼けから海に

つながるイメージ、

夜景を組み合わせました。

山の曲線や波がうたれる

様子で、自然豊かな

室蘭を描きました。

室蘭の山が好きなので、

山の曲線で線を結んでいます。

ワークシートの
ダウンロードはこちら

choice!

実際の出来上がりイメージ！step1

step3

step2

点を繋ぐようにして『M』を描きましょう。あなたが

思う、室蘭をイメージした線で点を結んでください。

選んだ色の丸を、ワークシートにある正方形の中に、

『M』の字をイメージし、5点自由に配置してください。

あなたが室蘭らしいと思う色の丸を1色選んでくだ

さい。（ダウンロード素材に丸の画像を用意してい

ます。手描きやシールでも代用可能です。）

オリジナルMマークを作ってみましょう！

デザインワークショップで使用したワークシートは右記のQR

コードよりダウンロードが可能です。ダウンロード素材を印刷

して、授業やイベントなどに活用してください。

オリジナルMマークの作り方

バリエーション
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つな

オリジナルMマークMY室蘭マーク



コピーあり

パターン１ コピーなし

パターン1

さまざまな場所で使用できるように、ラインのバリエーションを用意しました。縦組み、横組みのバリエーションでは対応できない

場合や、余白の大きさに合わせて使用できます。画像の拡大縮小、または横に繰り返し並べることで、長さを調整することができ

ます。キャッチコピーあり、なしは使用する場所や大きさにあわせて選択してください。
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コピーあり

パターン2

パターン2

コピーなし

バリエーション ラインMY室蘭マーク



パターン2

パターン1

配布資料のアクセントとして使用できるデータも用意しました。

資料の上部や下部に活用してください。長さは拡大縮小することで

調整できます。

ヘッダー＆フッター
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バリエーション

このように左右をはみ出すと、
画面や用紙幅いっぱいに
使うことができます。

MY室蘭マーク



室蘭市役所の名刺や封筒、室蘭市の施設など、まちのあらゆる場所や

シーンで室蘭の新しいイメージを発信するためにマークを使用し

ていきます。

ようこそ北海道室蘭市の公式ホームページへ
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展開MY室蘭マーク

ようこそ北海道室蘭市の公式ホームページへ

室蘭市ホームページ （パソコン版） 室蘭市ホームページ／事業者・採用ページ （パソコン版）



室蘭市役所の名刺や封筒、室蘭市の施設など、まちのあらゆる場所や

シーンで室蘭の新しいイメージを発信するためにマークを使用し

ていきます。

室蘭市図書館　玄関マット室蘭市役所　封筒
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展開MY室蘭マーク



第4回まちのデザイン会議では、会議メンバーのみなさんにMY室蘭

マークの使い方を企画してもらい、アイディアを共有しました。

マークをどこに使うか、マークをきっかけに何をするか、使用され

るみなさんもぜひ、企画してみてください。

・バス、バスの外側
→観光客や室蘭についてあまり詳しくない人が見てくれる
　壁一面にマークがあると色々な人の目にうつるから

・室蘭産の食材パッケージ
→見てすぐに室蘭産とわかってよいと思いました

・室蘭で作った鉄を加工する所に使う
→室蘭は鉄のまちで鉄の質が良いので、マークをつけることで　
　室蘭産だとわかりやすくなるから

・室蘭のお土産屋さん
→室蘭を代表する食べ物のパッケージに、室蘭のデザインを入れ  
　る事で、他の地域の人がお土産や記念品として買って帰ったり、
　デザインをSNSに紹介してくれるから

挿絵

アイディア
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展開MY室蘭マーク

・外にある時計
→外に時計があると便利（見てしまう）
　外にある時計は目が行くので
　「室蘭のマークはこれ」というイメージがつく

・包装紙

・学校等で使う封筒

・タオル

・ブックカバー

・マンホール

・給食の食器

・新聞

・車のナンバープレート

・衛生面などの保証ができることを示すシール



使用についてのお願い

下記のいずれかに該当する場合は、マークを使用できません。

1. 法令や公序良俗に反する場合

2.特定の政治、宗教の活動などに利用される恐れがある場合

3. 人を傷つけること

4. まちのイメージを損なう場合

5. 特定の個人・団体を支援、又は公認しているような誤解をあたえること

「室蘭が好き。みんなで創る、住み続けたいまち」というビジョンのもと、新しいイメージを伝えていくために

MY室蘭マークが誕生しました。MY室蘭マークを活用することで、室蘭の魅力がたくさんの人に届いていき

ます。みなさんも一緒にまちのイメージをつくっていきましょう。
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5. 特定の個人・団体を支援、又は公認しているような誤解をあたえること

お問い合わせ

室蘭市企画財政部企画課企画係

住所 〒051-8511 室蘭市幸町 1番2号

電話 0143-25-2181

ファクス 0143-24-7601

Eメール kikaku@city.muroran.lg.jp

MY室蘭マークに関するお問い合わせ

27




	MM_guideline _01_220121_web
	MM_guideline_02_220121_web
	MM_guideline_03_220121_web



