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厚生労働省が実施する「健康日本21推進業務」スマート・ライフ・プロジェクトに 

関する各種イベント、行事、広報活動に活用する他、経済界・労働団体・

自治体・ＮＰＯ・企業・学校・個人等が下記のような活動を行われる場合に、

本ロゴマークを積極的にご活用頂きたいと考えております。

使用管理規定

●届出
ご利用の際は、必ず使用目的等についての届出をお願いいたします。

●デザイン・色
当ガイドライン指定以外の使用及び変更はできません。
以降のページに指定詳細を掲載しておりますので、ご使用前に必ずご参照ください。

●事故等
本ロゴマークを使用した施策、活動等に関する事故・苦情などが発生した場合は
使用者の責任の下で必要な措置を講じてください。

●禁則事項
以下の場合には、ロゴマークを使用できません。
　・特定の政治、思想、宗教、募金等の活動目的で使用されるおそれのある場合。
　・「適度な運動・適切な食生活・禁煙」を推進する当活動の正しい理解の妨げとなる 
　　おそれのある場合。
　・法令や公序良俗に反するおそれのある場合。
　・不当な利益を上げるために利用されるおそれのある場合。
　・特定の個人または団体の売名に利用されるおそれのある場合。
　・提供する商品やサービスの品質を保証・証明するものとして
　  利用されるおそれのある場合。

※当ガイドラインは、今後必要に応じて、
　ご利用者の許諾なく改訂させて頂く可能性があります。
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ロゴマークの使用について

スマート・ライフ・プロジェクト　及び、

下記活動ロゴのご使用に際しては、この使用管理規定に従ってください。

・  Smart Walk  適度な運動

・  Smart Eat  適切な食生活

・  Smart Breath  禁煙

‒ スマート・ライフ・プロジェクトとは ‒

健康寿命延伸のための

「適度な運動・適切な食生活・禁煙」を推進する活動です。
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●基本形（A-1）
通常は、この基本形を使用してください。
ロゴは横組で使用してください。スロー
ガンの変更はできません。
人型マーク・英字ロゴ・スローガンの大きさ
の比率は指定のものから変更しないでくだ
さい。

プロジェクト基本デザイン

（人型マーク・英字ロゴ）
PANTONE 2945＿100％
C100%＋M70％

【プロジェクト】

（スローガン）
K75%

【適度な運動】 【適切な食生活】 【禁　煙】

（人型マーク） （スローガン）

（英字ロゴ）



運動体基本デザイン

●基本形（A-2）
通常は、この基本形を使用してください。
ロゴは横組で使用してください。スロー
ガンの変更はできません。
人型マーク・英字ロゴ・スローガン・アイコン
の大きさの比率は指定のものから変更しない
でください。

【適度な運動】

【適切な食生活】

【禁　煙】

（人型マーク）
PANTONE 2945＿100％
C100%＋M70％

（スローガン）
K75%

（英字ロゴ）
PANTONE 144＿100％
M50%＋Y95％

（人型マーク）
PANTONE 2945＿100％
C100%＋M70％

（スローガン）
K75%

（英字ロゴ）
PANTONE 376＿100％
C50%＋Y100％

（人型マーク）
PANTONE 2945＿100％
C100%＋M70％

（スローガン）
K75%

（英字ロゴ）
PANTONE 2995＿100％
C80%＋Y5％

（　  アイコン）
PANTONE 376＿100％
C50%＋Y100％

（　  アイコン）
PANTONE 376＿75％
C38%＋Y76％

（アイコン）
PANTONE 144＿75％
M35%＋Y70％

（アイコン）
PANTONE 2995＿75％
C60%＋Y3％

（スローガン）（アイコン）（人型マーク）

（英字ロゴ）
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カスタマイズ文＿例

カスタマイズ文＿例

【適度な運動】

【適切な食生活】

【禁　煙】

（英字ロゴ+カスタマイズ文）
PANTONE 144＿100％
M50%＋Y95％

（人型マーク・スローガン・アイコン）
の色指定は基本形（A-2）に準じて
ください。

（英字ロゴ+カスタマイズ文）
PANTONE 376＿100％
C50%＋Y100％

（人型マーク・スローガン・アイコン）
の色指定は基本形（A-2）に準じて
ください。

（英字ロゴ+カスタマイズ文）
PANTONE 2995＿100％
C80%＋Y5％

（人型マーク・スローガン・アイコン）
の色指定は基本形（A-2）に準じて
ください。

カスタマイズ文＿例

（スローガン）（アイコン）（人型マーク）

（英字ロゴ） （カスタマイズ文）

カスタマイズ デザイン

●基本形（A-3）
通常は、この基本形を使用してください。
ロゴは横組で使用してください。スロー
ガンの変更はできません。
人型マーク・英字ロゴ・スローガン・アイコン
の大きさの比率は指定のものから変更しない
でください。

カスタマイズ文の書体はゴシック体の
ボールドを推奨します。

その他の色指定は、基本形（A-2）に準じて
ください。

カスタマイズ文は、各々で定めた取り
組みを自由に記入することができます。
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ひと駅歩き

+野菜1品

禁　煙

ひと駅歩き



カスタマイズ デザイン 
使用不可な例

誤った表示例を記載しましたので、【適度な
運動】、【適切な食生活】、【禁煙】、全ての
タイプで、このような使用はさけてください。 ■カスタマイズ文が、ラインや英字ロゴより大きい。

　アンダーラインの太さや形状が異なっている。
■カスタマイズ文やアンダーラインが、推奨カラー以外の設定や、
　視認しにくいもの。

毎日10分歩いて 毎日10分歩いて

カスタマイズ デザイン 使用例

●使用例
フルカラー表示ができる場合は基本形
（A-1、A-2、 A-3）の指定を守ってください。
ロゴは横組で使用してください。また、比率
の変更はしないでください。
記入できるカスタマイズ文をの内容に
よっては、『で』を外すことも可能です。
またアンダーラインの長さは文章の長さに
あわせて変更可能。但しアンダーラインの
太さは指定から変更しないでください。

記入できるカスタマイズ文の書体は
ゴシック体のボールドを推奨します。
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ひと駅歩き

毎日10分歩いて



サブカラー表示

●基本形（B-1）
基本形（A-1、A-2、 A-3）のフルカラーで使
用できない印刷において、特色1色、もしくはス
ミ1色しか使えない場合は、この「サブ
カラー表示　基本形（B-1）」を使用してくだ
さい。

（人型マーク・英字ロゴ）
K100%

（スローガン）
K75%

【モノクロ使用】 （アイコン）
K75%

（人型マーク・英字ロゴ）
特色1色100%

（スローガン）
特色1色＿75%

【特色1色使用】 （アイコン）
特色1色＿75%
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ロゴマークは（B -1）を使用します。

サブカラー表示

サブカラー表示

●基本形（B-2）
表示色と背景色との関係（1色印刷、2色
印刷の場合等も含む）によっては、ロゴ
マークの白抜き表示も可能です。ロゴ
タイプの視認性が著しく損なわれることが
ないよう注意してください。

背景（色ベタ・写真等）に対して白抜きが可能な濃度の場合は、マーク・文字ともにすべて白抜きで使用してください。

●基本形（B-3）
背景に視認しにくい色ベタ・複雑な写真
背景等を配置する場合はロゴマークの背景
を白地にしたものを推奨します。白地と
ロゴマークの比率は指定のものから変更
しないでください。

モノクロの場合
ロゴマークは（A-1）を使用します。

マークの天地左右から3mmは白地をキープしてください。

カラーの場合
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3mm

3mm

3

3mm

33



最小サイズ表示

技術的制約や再現性を考慮した最小サイズ
です。ロゴ使用の際は、フルカラー/サブ
カラーともに、このサイズ以上を担保して
ください。

使用不可な例

誤った表示例を記載しましたので全ての
タイプで、このような使用はさけてください。

30mm 30mm

※技術的制約や再現性、
　媒体特性を考慮して使用してください。

■背景色にロゴが溶け込んだ状態で使用できません。 ■ロゴの組み方を変更したり、変形（長体/平体/
　斜体）、回転して使用できません。

■ロゴ組の書体や配色、デザインを変えることは
　できません。

■強烈なパターンを背景に配置できません。 ■ロゴに白ふちなどを設けることはできません。 ■ロゴ組に他の要素を加えて使用できません。

で
健康寿命健康寿命をのばしましょう。
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ロゴマークとの連名表記例
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○○○○株式会社は、Smart Walk と、みなさまの健康・体力づくりを応援します。

○○○○○○○○フェスティバルは、Smart Eat と、みなさまの食生活の向上を応援します。

○○県は、Smart Breath と、人々の健康を応援します。

○○○○株式会社

○○○○○○○○フェスティバル

○○県

○○法人

○○○○○○事業財団
○○法人 ○○○○○○事業財団は、スマート・ライフ・プロジェクト と、みなさまの健康・体力づくりを応援します。



ロゴマークとの連名表記例

（例文）

aの長さを基本とし、1a（a×1）スペースをあける。

例文は、bの左右センターにあわせて配置する。
書体はゴシック体のボールドを推奨します。

PANTONE 2945＿100％
C100%＋M70％

PANTONE 2995＿100％
C80%＋Y5％

PANTONE 144＿100％
M50%＋Y95％

PANTONE 376＿100％
C50%＋Y100％

（例文＿推奨カラー）
K75%

●使用例
フルカラー表示ができる場合は基本形
（A-1、A-2、 A-3）の指定を守ってください。
ロゴは横組で使用してください。また、比率
の変更はしないでください。

行われる活動にあわせて、それぞれのロゴ
マークを選択してください。

（右部）＿各種イベント、行事、広報活動、    
経済界・労働団体・自治体・ＮＰＯ・企業・
学校等のロゴマークは、それぞれ規定の
ものをご使用ください。
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○○○○株式会社は、Smart Walk と、みなさまの健康・体力づくりを応援します。

○○○○○○○○フェスティバルは、Smart Eat と、みなさまの食生活の向上を応援します。

○○県は、Smart Breath と、人々の健康を応援します。

a

○○○○株式会社

a

○○○○○○○○フェスティバル

a

○○県

a 1a

1a

1a 1a

1a 1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

b

○○法人

○○○○○○事業財団
○○法人 ○○○○○○事業財団は、スマート・ライフ・プロジェクトと、みなさまの健康・体力づくりを応援します。

ロゴマークを表記する大きさは、「健康日
本21推進業務」スマート・ライフ・プロジェ
クトロゴマークと並べたときに同等に視認
できる大きさを推奨します。



●基本形（1）
プロジェクトを表す文言

●基本形（2）
アクションを表す文言

（付随文）

（付随文＿推奨カラー）
K75%

スマート・ライフ・プロジェクトは、厚生労働省が実施する健康寿命を延ばすことを目的としたプロジェクトです。

○○はスマート・ライフ・プロジェクトに参加しています ○○はスマート・ライフ・プロジェクトを応援しています。

Smart Walkは、厚生労働省が実施する健康寿命を延ばすことを目的としたアクションです。

Smat Eatは、厚生労働省が実施する健康寿命を延ばすことを目的としたアクションです。

Smart Breathは、厚生労働省が実施する健康寿命を延ばすことを目的としたアクションです。

Smart Walkは、健康寿命延伸のために適度な運動を推奨しています。

●基本形（3）
企業・団体の参加・応援を表す文言

Smat Eatは、健康寿命延伸のために適切な食生活を推奨しています。

Smart Breathは、健康寿命延伸のために禁煙を推奨しています。

【パターン使用例】

例文は、書体はゴシック体のボールドを推奨します。
ロゴマークのセイフティー（天地左右から3mmは白地
をキープする）を守ること。文字の大きさ・位置は、可読
であれば自由です。

ロゴ使用の際の付随文

ロゴ使用の際に付随させることができる
文言です。

マークの天地左右から
3mmは
白地をキープしてください。

（1）のみを付随させるパターン （2）のみを付随させるパターン （1）と（2）を組み合わせて付随させるパターン （3）は、上記3つのパターンと組み合わせることも可能

3mm


