
・ 大垣市にゆかりのある「俳人・松尾芭蕉」をイメージしています。
・ 左手の水は、「水の都・大垣」を表現しています。
・ 頭巾の飾りは、市の花「サツキ」と「柿」です。

・ 関ケ原合戦の際に、石田三成に仕えた山田去暦の娘「おあむ」
をイメージしています。

・ 頭の飾りは、おあむが落城する大垣城から抜け出す際に使用
した「たらい」と「おあむの松」そして市の花「サツキ」です。

・ 手にはたらい舟を漕ぐための「竿」を持っています。

大垣市マスコットキャラクター

平成27年4月1日改訂

DESIGN MANUAL

デザインマニュアル

おがっきぃ
大垣市マスコットキャラクター

大垣市

［キャラクターの説明］ ［キャラクターの説明］

大垣市マスコットキャラクター「おがっきぃ」・「おあむちゃん」を使用する際は、本デザインマニュアルに沿って
ご活用ください。

［はじめに］

おあむちゃん
大垣市マスコットキャラクター



［指定カラー］
■柿へた
　特色／DIC249
　4色カラー／C80％・M30％・Y100％

■サツキ
　特色／DIC27
　4色カラー／C5％・M50％・Y10％

■柿
　特色／DIC204
　4色カラー／C5％・M50％・Y90％

■柿
　特色／DIC124
　4色カラー／C5％・M30％・Y90％

■着物・頭巾
　特色／DIC2293
　4色カラー／C25％・M40％・Y60％

■水
　特色／DIC19
　4色カラー／C30％・Y10％

■頬
　特色／DIC24
　4色カラー／M30％

■口
　特色／DIC2485
　4色カラー／C10％・M100％・Y100％

■柿へた BL60％
■サツキ BL40％

■柿 BL70％

■柿 BL50％

■頬 BL20％

■水 BL15％
■口 BL60％

■舌 BL40％

■杖・帯・わらじ BL80％

■舌
　特色／DIC27
　4色カラー／C5％・M50％・Y10％

■杖・帯・わらじ
　特色／DIC341
　4色カラー／C50％・M60％・Y75％・BL5％

おがっきぃ配色1
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■座布団
　特色／DIC341
　4色カラー／C50％・M60％・Y75％・BL5％
　単色／BL80％

■筆（ダルマ）
　特色／DIC2293
　4色カラー／C25％・M40％・Y60％
　単色／BL35％

■筆（軸）・紙
　特色／DIC341
　4色カラー／C50％・M60％・Y75％・BL5％
　単色／BL80％

■立札
　特色／DIC2316
　4色カラー／C10％・M20％・Y50％
　単色／BL20％

■舟・たらいの内側
　特色／DIC348
　 4色カラー／C20％・M30％・Y60％
　 単色／BL25％

■舟・たらい・竿
　特色／DIC2316
   4色カラー／C10％・M20％・Y50％
　単色／BL20％
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おがっきぃ
大垣市マスコットキャラクター

・ 特　　  色／DIC株式会社が出版する色見本帳（DICカラーガイド）の色を指定する。
・ 4色カラー／藍色（Cyan）、深紅色（Magenta）、黄色（Yellow）、黒（BLack）の配合比率により、色を指定する。

「大垣市マスコットキャラクター おがっきぃ」の黒文字
（推奨：丸ゴシック）をキャラクターの下に二段で添えて
ください。 （市長が特に認める場合を除く）
※キャラクターと調和した大きさや配置にしてください。

［単色：使用例］ ［推奨 最小使用サイズ］
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■着物・頭巾 BL35％



おあむちゃん
大垣市マスコットキャラクター
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［指定カラー］
■たらい
　特色／DIC2293
　4色カラー／C25％・M40％・Y60％

■竿・わらじ
　特色／DIC2293
　4色カラー／C25％・M40％・Y60％

■たらい（たが）
　特色／DIC156
　4色カラー／M100％・Y100％

■松
　特色／DIC173
　4色カラー／C75％・Y100％

■サツキ
　特色／DIC24
　4色カラー／M30％

■サツキ（中心）
　特色／DIC166
　4色カラー／M10％・Y100％

■帯
　特色／DIC166
　4色カラー／M10％・Y100％

■着物
　特色／DIC24
　4色カラー／M30％

■たすき・帯紐
　特色／DIC156
　4色カラー／M100％・Y100％

■頬
　特色／DIC24
　4色カラー／M30％

■口
　特色／DIC2485
　4色カラー／C10％・M100％・Y100％

■たらい BL50％
■サツキ BL30％

■頬 BL20％

■たすき・帯紐 BL80％

■口 BL60％

■舌 BL40％

■竿・わらじ BL50％

■舌
　特色／DIC27
　4色カラー／C5％・M50％・Y10％

おあむちゃん配色2

小
道
具
色
指
定

■座布団
　特色／DIC341
　4色カラー／C50％・M60％・Y75％・BL5％
　単色／BL80％

■筆（ダルマ）
　特色／DIC2293
　4色カラー／C25％・M40％・Y60％
　単色／BL35％

■筆（軸）・紙
　特色／DIC341
　4色カラー／C50％・M60％・Y75％・BL5％
　単色／BL80％

■立札
　特色／DIC2316
　4色カラー／C10％・M20％・Y50％
　単色／BL20％

■舟・たらいの内側
　特色／DIC348
　 4色カラー／C20％・M30％・Y60％
　 単色／BL25％

■舟・たらい・竿
　特色／DIC2316
   4色カラー／C10％・M20％・Y50％
　単色／BL20％
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・ 特　　  色／DIC株式会社が出版する色見本帳（DICカラーガイド）の色を指定する。
・ 4色カラー／藍色（Cyan）、深紅色（Magenta）、黄色（Yellow）、黒（BLack）の配合比率により、色を指定する。

「大垣市マスコットキャラクター おあむちゃん」の黒文字
（推奨：丸ゴシック）をキャラクターの下に二段で添えてく
ださい。 （市長が特に認める場合を除く）
※キャラクターと調和した大きさや配置にしてください。

■松 BL60％
■たらい（たが） BL80％

［単色：使用例］ ［推奨 最小使用サイズ］

■着物   BL30％

■帯   BL10％



おじぎ基　本 ジャンプ

ダッシュ ダッシュ歩く歩く

考える

座る

案内案内 手を振る プラカード

右向き 左向き 後ろ向き

使用パターン3



指さし指さしバンザイ 紙と筆

舟に乗る 舟をこぐ たらいに乗る たらいをこぐ

俳句

気になる

元気だそうよがんばれ がんばる

目がまわる胸きゅん ひひひ



基　本 ジャンプ 考えるおじぎ

座る

歩く歩く 指さし 指さし

案内 手を振る プラカード

ガーン 休むおどろく心配する



心配するたらいをこぐ後ろ向き たらいに乗る

食べる いいね おどろく 照れる

歩く手をつなぐ

たらいに乗る

見上げる

舟に乗る 紙と筆



留意事項4

2. 形を変形しての表示はできません。

3. 最小サイズより小さく使用することはできません。（縦15mm）

4. 「大垣市マスコットキャラクター おがっきぃ」の黒文字（推奨：丸ゴシック）
　 をキャラクターの下に二段で添えてください。
　　※キャラクターと調和した大きさや配置にしてください。

カラーで使用する場合、色を変えてはいけません。

■使用禁止例

1. カラーにて使用する場合、指定色以外の色は使用できません。
※指定色による表示が不可能な場合は、単色等で表示することもできます。
※使用する素材などによって色の指定ができない場合は、可能な限り指定色に合わせてください。

使用する際は以下の留意事項を守り、ご活用ください（市長が特に認める場合を除く）

キャラクターを変形させてはいけません。

キャラクターに影を付けてはいけません。 キャラクターの前面に図形を置いてはいけません。


