「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問

回答

申請事務手続き
1 申請から許諾までの期間はどのくらいですか？

物件の内容にもよりますが、申請から許諾までは概ね２週間程度の期間がかかると想定し、時間に余裕を持って申請してくださ
い。

2 ＥメールやＦＡＸでの申請は可能ですか？

申請書には押印が必要（印刷不可）ですので、紙で提出してください。本書を受領し、内容確認後に許諾番号を発出いたします。
ただし、デザイン・レイアウト、手続等の事前相談は、Ｅメールでも可能です。

3 申請書の申請者は、事業の担当者でもよいですか？

法人団体等から申請をいただく場合は、代表者（契約行為を行う権限を有する者）に申請者になっていただくのが原則です。

クライアントからホームページ制作を依頼されたのです
が、「ぐんまちゃん」の利用申請は、ホームページ制作を
4
発注した会社と制作するデザイン会社のどちらが行えば良
いですか？

「ぐんまちゃん」の利用申請は、利用物件の主たる利用者から申請していただきます。ホームページを制作するデザイン会社では
なく、そのページを管理運営する企業から申請していただきます。イベントの広告物などは、広告物を製作する代理店ではなく、
イベントの主催者から申請していただきます。

5 許諾を受けた商品などの利用期間に制限はありますか？

利用期間は最長で２年以内です。引き続き利用する場合は、利用期間が終了する前に更新申請をしてください。ただし、チラシ等
の広告宣伝物は、原則、利用の都度申請をいただきます。

6

宣伝チラシで利用する場合、利用期間を２年間で申請すれ
ば、その間は自由に使えますか？

7 なぜ利用の期間は最長で２年までなのですか？
取扱要領第１４条で、利用対象物が完成した後に提出する
8 のは、「写真（場合により実物）」とされていますが、ど
ちらがよいのでしょうか？
既に許諾を得た商品の利用期間を延長する場合は、変更と
9
更新どちらで対応すれば良いですか？
10 更新の連絡は、利用期限前に群馬県から通知されますか？

宣伝チラシ等の広告物は、継続的に利用する性質のものではないため、原則その都度申請をしていただきます。ただし、同じデザ
インを年間で複数回何度も利用されるような場合は、例外的に当該年度末までの期間設定で、年間掲載計画を添付の上、年度毎に
申請をしてください。年間掲載計画が変更になる場合は、変更届を提出してください。
利用者の状況及び利用物件の状況を、定期的に確認する必要があるからです。更新時に適切な利用が行われていることを確認する
のに加え、利用者に群馬県のＰＲを意識していただくことも目的として、２年という期限としております。
可能な限り写真（画像）での提出をお願いします。利用相談の段階で実物を確認できない場合などは、実物の提出をお願いする場
合もあります。
利用期間の上限である２年以内の期間内で変更する場合は変更申請、２年を超えて利用を継続する場合は更新申請での対応となり
ます。
群馬県からは原則通知をしません。許諾物件の利用期限は申請者の責任でご確認ください。利用期間が過ぎ、引き続き同物件の利
用をご希望される場合は、利用許諾番号が変更になりますのでご注意ください。

11

変更申請や更新申請をした場合、許諾番号は変わります
か？

変更申請や更新申請の場合は、許諾番号の変更はありません。名入れ物件で枝番等がある場合は、変更申請で利用者の追加をする
場合に、枝番が付番されます。

12

利用期間が過ぎてしまったのですが、引き続き販売するこ
とはできますか？

利用期間に生産された分の在庫に関しては販売可能です。新たに生産する場合は、再度、新規で申請をお願いいたします。その際
には、利用許諾番号が変わりますので、ご注意ください。

13

許諾物件の利用期間が切れてしまっていた場合は、利用変
更や更新で期間を延ばすことは可能ですか？

利用期間が切れた場合は、変更申請及び更新申請はできませんので、新規申請をしてください。

14 利用許諾が取り消されるのはどのような場合ですか？

取扱要領及び許諾内容に違反した場合や、群馬県の請求又は指示に速やかに従わない場合は、許諾を取り消す場合があります。

取扱要領第１３条の「利用許諾の状況及び利用の取消し状
15 況について、情報を公開することができる。」とは、どの
ような場合を想定しているのですか？

「ぐんまちゃん」の不適切な利用が確認されたり、利用許諾が取消しされた場合に、必要に応じて、群馬県ホームページ等で公開
することを想定しています。

「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問

回答

許諾対象

取扱要領第３条第２項に、学校等が教育の目的で利用する
1 場合は申請不要とありますが、これに該当するのは具体的
にどのような場合ですか？

2

ＰＴＡが製作して、学校で児童生徒への配布する印刷物等
は申請が必要ですか？

取扱要領第８条で、遵守事項として「群馬県のイメージ
3 アップに繋がること」とされていますが、具体的にどのよ
うなことがされていれば良いのですか？

4

個人で楽しむだけの目的で利用する場合でも、利用申請は
必要ですか？

個人商店で、群馬県のホームページに公開されているイラ
5 ストをダウンロードして、そのまま店内に貼るだけでも申
請が必要ですか？
購入したぬいぐるみなどを店頭に置く場合、申請は必要で
6
すか？
許諾済みの「布地」を購入（仕入れ）して、バッグなど別
7
の商品を作る場合は申請が必要ですか？

以下に、申請が不要な場合と必要な場合を例示します。
○申請が不要な場合
学校の管理下で行われる学校教育の一環の活動（授業、学校行事、部活）のために、
教員、生徒や保護者が制作・使用する教材、資料、資材や衣装等で非営利目的の利用
・学級だより等児童生徒への配布物での利用
・授業の補助教材等でイラストでの利用
・運動会その他の校内イベントで、工作物等での利用
・学校の部活動で使用する衣装（ユニフォームなど）や応援グッズ（うちわ、横断幕な
ど）での利用
○申請が必要な場合
・生徒募集の学校案内、パンフレット等主に学校外の者に配布する印刷物やノベルティ
等での利用
・教員のみの研究会等の会場装飾や資料での利用
・学校の管理下でない活動（スポーツ少年団など）での衣装や応援グッズでの利用
学校内及び校外活動での配布物は、学校の管理下の活動であれば申請は不要です。学校の管理下でなくＰＴＡ独自の活動での印刷
物等は申請が必要な場合もありますので、予めご相談ください。
以下に例示するようなことを想定しています。
(1)「ぐんまちゃん」に群馬県の特産品等を持たせる（特定の商品は不可）
(2)「ぐんまちゃん」のイラスト付近に群馬県の特産品や観光地等の画像を合わせる
(3)「ぐんま大好き」「ぐんまが一番」「群馬の○○は日本一」「群馬県産○○を使用」等のキャッチコピーを添える
(4)その他、利用物件そのものの特性から、「ぐんまちゃん」を利用すること自体にイメージアップ効果があると認められる場合

個人で楽しむ範囲で使っていただく分には申請は必要ありません。なお、個人で楽しむ場合とは、以下に例示するような場合で
す。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSのトップ画面に、「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事として「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)営利目的でなく、個人で楽しむことを目的として自作した「ぐんまちゃん」のマスコットを、身内にプレゼントする場合
(4)運動会や部活動の子どもの応援グッズ（うちわや小旗等）に「ぐんまちゃん」のイラストを利用する場合（ただし、組織的に
グッズ等を製作する場合は申請が必要）
(5)個人として市民マラソン等の大会に参加する際、Ｔシャツ等に「ぐんまちゃん」をプリントして出場する場合

店頭での掲示は、個人商店等であっても個人利用の範疇を超えますので、申請が必要です。
許諾済みのぬいぐるみを置くだけであれば、申請は必要ありません。
たとえ布地が許諾を受けたものであっても、それを利用して別の商品を作るのであれば申請が必要です。

「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問

回答

オリジナルの衣装を着させた「ぐんまちゃん」のイラスト
を、パンフレットで利用するのに許諾を得ていますが、こ
8 のイラストで今度はノベルティを作る予定です。すでに許
諾を受けたイラストなので、利用期間中であれば申請は不
要ということで良いでしょうか？

利用許諾は、イラストに対してではなく、その物件に対してそのイラストを利用することを認めるという限定的なものです。ノベ
ルティについては、別途申請していただく必要があります。

利用許諾を受けた商品を宣伝するために、新たに店内掲示
9 用のポップ（商品広告）を作りたいのですが、申請する必
要はありますか？

商品等に付属するＰＯＰ等の宣伝物も、「ぐんまちゃん」のイラストが使われるのであれば申請が必要です。商品の利用申請と一
緒に申請できれば一括で処理しますが、商品の申請後にＰＯＰ類を作成する場合は、変更申請によりＰＯＰ等を追加していただく
ことになります。また、ＰＯＰ類にも名称及び許諾番号を表記してください。

商品と一緒に、付属品として、その商品のカタログやチラ
10 シも作成したいのですが、商品とカタログ・チラシのそれ
ぞれで申請が必要ですか？
イラストを使わず、「名称のみ」を使用する場合は、申請
11
が必要ですか？

商品の申請時に、そのカタログやチラシのデザインも確認できれば、一括で申請していただけます。カタログやチラシのデザイン
が間に合わない場合は、商品申請後に変更申請により追加していただくことになります。
「ぐんまちゃん」など、名称のみの使用であれば申請は不要ですが、特定の企業や商品等を薦めるような使い方はできません。使
い方が不安な場合は、個別にご相談ください。

作品展等に手作りの「ぐんまちゃん」作品を出展したいの
12
ですが、許諾が必要ですか？

「ぐんまちゃん」は群馬県が著作権を有し、商標登録もされているキャラクターです。そのようなキャラクターを利用した作品を
出展することが可能かどうか主催者にご確認ください。出展に問題がない場合は、申請して許諾を受けていただく必要がありま
す。許諾にあたっては、手書きでの利用を認めていないので絵画での利用はできません。立体物等については、「ぐんまちゃん」
を忠実に再現しているものであれば許諾していますので、必ず修正等が可能な段階でご相談ください。

13

群馬県から委託を受けている事業で、ぐんまちゃんのデザ
インを利用する場合、申請をする必要はありますか？

群馬県の委託事業については、群馬県の機関が利用するものとみなしますので、申請は不要です。委託元の群馬県の各機関でデザ
インの確認を受けてください。

14

指定管理者として群馬県の県有施設を運営している法人等
がぐんまちゃんを利用する場合は、申請が必要ですか？

営利目的の利用もあることから、申請が必要です。

15

企業の広告看板、パンフレット、ホームページ、名刺等に
「ぐんまちゃん」を利用することは可能ですか？

申請、許諾のうえご利用いただけますが、特定の企業及び商品を推奨するような使い方はできません。

16

贈答用の名入れ商品に「ぐんまちゃん」を利用することは
できますか？

名入れ商品等は、利用者の管理ができないため、原則許諾できません。名入れ物件を利用するそれぞれの者から別途申請をいただ
く必要があります。また、物件の申請者が利用者追加等の手続きを変更申請で対応することにより、許諾する場合もあります。

「ぐんまちゃん」の歌・まんが・アニメーションを作成す
ることはできますか？

歌・まんが・アニメーションなどは、様々な設定や性格付けが生じる可能性があるので、以下の条件を満たしている場合には、申
請の上で許諾をしています。
(1)独自の設定や性格付けがされていないこと
(2)手書き利用を認めていないため、本来のイラストをそのまま利用していること
(3)群馬県と「ぐんまちゃん」のイメージを損ねる内容等でないこと

17

「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問

回答

デザイン
ホームページ掲載のデザインを改変して使うことはできま
1
すか？

ポーズを変えたり、衣装を変えたり等の改変は可能です。ホームページ掲載デザインのイラストレータデータ（ＡＩデータ）を提
供することも可能です。ただし、改変したデザインについてもその権利は全て群馬県に帰属します。（デザインの改変について
は、「利用の手引」を参照してください）。また、デザインを改変した場合は、確認のためのお時間を要しますので予めご了承く
ださい。

2

ぐんまちゃんのデザイン改変について、手書き風にアレン
ジした「ぐんまちゃん」を利用することは可能ですか？

手書きのデザインは、許諾を認めておりません。手書き風も同様です。

3

プロのイラストレーターが描く出版物の挿絵に、「ぐんま
ちゃん」を利用することはできますか？

「ぐんまちゃん」の手書きでの利用は認めておりません。通常のイラストをそのままお使いいただくのであれば、申請の上許諾で
きます。

4 「ぐんまちゃん」を使った企業ロゴを作成できますか？

企業ロゴの作成はできません。特定の企業等を公認、推奨するかのような利用はできません。ただし、群馬県内に拠点を置くプロ
スポーツチーム等で地域振興に大きく寄与する場合は、ロゴを保持したデザインの利用を認める場合があります。

5 「ぐんまちゃん」に商品を持たせることはできますか？

持たせることはできません。特定の商品を公認、推奨するかのような利用はできません。

6

チームの応援旗やユニフォームに「ぐんまちゃん」のイラ
ストを利用することはできますか？

申請、許諾のうえ利用できますが、「ぐんまちゃん」は、群馬県のキャラクターですので、特定のチームや団体のキャラクターと
誤認されないデザインである必要があります。特に、「ぐんまちゃん」を含むロゴと認識されるデザインは原則認められませんの
でご注意ください。

7

既存の商品に「ぐんまちゃん」のデザインを利用したシー
ルを貼ることは可能ですか？

製品やパッケージ等に貼るシールは、当該シールを貼る製品とセットで許諾しますので、貼付する製品の概要がわかる資料と、
シールのデザイン案のチェックを受けてください。シールは、申請以外の用途に転用できないよう、用途が限定されるようなデザ
インであることが必要です。

8

他の利用者が、ポーズや衣装を改変して使用している「ぐ
んまちゃん」のデザインを利用することはできますか？

他の利用者が、ポーズや衣装を改変した「ぐんまちゃん」のデザインについては、原則許諾をしておりません。利用者間で、合意
が取れていることが確認できる場合には許諾をすることもあります。なお、その利用者間の合意形成に群馬県は一切関わることは
いたしませんのでご了承ください。

9

「ぐんまちゃん」にセリフをしゃべらせることはできます
か？

セリフの吹き出し口は利用できません。思い浮かべている風な吹き出しは利用できます。その場合、特定の商品等のＰＲについて
は不可ですが、群馬県のＰＲになるような言葉や一般的な標語等であれば利用可能です。最終的には、利用許諾の審査で判断いた
しますので、その指示に従ってください。

10 「ぐんまちゃん」を複数配置することは可能ですか？

総柄(全体に模様がつけられているもの)や、複数のイラストをランダムに配置するような利用は可能ですが、人格を持つ複数のぐ
んまちゃんが存在するかのような利用はできません。
（利用できない配置例）
・帽子をかぶったぐんまちゃんとりぼんのぐんまちゃんを並べて使う
・医師ぐんまちゃんと看護師ぐんまちゃんを並べて使う
・大きいぐんまちゃんと小さいぐんまちゃんを並べて親子のように使う
・キャッチボールなどそれぞれに役割を持たせて使う など

11 帽子やリボン等何も被らせなくても利用できますか？

帽子やリボンは「ぐんまちゃん」を形成する重要なアイテムなので、何も被らせないで利用することはできません。帽子やリボン
のデザインを改変することは可能です。

12

イベントで撮影した（着ぐるみの）スナップ写真は利用で
きますか？

利用できません。着ぐるみの「ぐんまちゃん」については、群馬県のホームページ及び利用の手引きでデザイン利用を認めている
画像のみ、申請の上でご利用いただけます。

13

利用したい「ぐんまちゃん」の新しいイラストを、県につ
くってもらうことはできますか？

群馬県では、申請者の求めに応じてイラストを作成するサービスはいたしておりません。編集用のイラストレータデータ（ＡＩ
データ）を提供することは可能です。

「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問
ＣＧで「ぐんまちゃん」を立体的に製作して利用すること
14
はできますか？

回答
「ぐんまちゃん」を忠実に再現しているものであれば許諾していますので、修正等が可能な段階で必ず事前にご相談ください。
利用できます。ただし顔部分は全て出してください。顔を切り取って使用することは原則認めていませんが、顔のごく一部が末端
で切れてしまうようなポーズも許諾する場合もあります。利用の相談のなかで群馬県が判断しますので、その指示に従ってくださ
い。
「ぐんまちゃん」本来のデザイン及びイメージを損なうことのない範囲であれば、重ねて使用できる場合があります（複数のキャ
ラクターが集合している場合、ぐんまちゃんの前に何かを配置することを含めてデザインされている場合など。）。利用の相談の
なかで群馬県が判断しますので、その指示に従ってください。

15

デザインのトリミング（「ぐんまちゃん」全身デザインの
上半身部分だけを使うなど）はできますか？

16

「ぐんまちゃん」のデザインに、他のデザインを重ねるこ
とはできますか？

17

「ぐんまちゃん」の名称と許諾番号は必ず表記しなければ
いけませんか？

必ず表記してください。名称と許諾番号の表記にご対応いただけない場合は許諾できません。番号表記が見られない物件は、無許
諾利用の誤解を受ける可能性もありますのでご注意ください。

名称と番号は表記してあれば場所はどこでも良いですか？
18
「ぐんまちゃん」に重ねて表記することも可能ですか？

名称と番号は「ぐんまちゃん」のイラスト付近に表記していただくのが原則です。「ぐんまちゃん」に重ねて表記することはでき
ません。ただし、商品そのものに表記することができない場合は、タグやパッケージ等へ表記することを認めています。その他、
特別な事情により「ぐんまちゃん」付近に表記ができない場合は、利用の相談のなかで群馬県が判断しますので、その指示に従っ
てください。

国外利用

1

2

国外の法人、団体又は個人でも「ぐんまちゃん」の利用申
請はできますか？

デザインの統一性の確保や申請や事前相談の言語の課題があるため、日本国外の法人、団体及び個人への許諾は原則認めておりま
せん。海外のみでの販売を目的とした物件は許諾できません。
ただし、海外に居住する日本人が組織する法人又は団体が非営利目的で利用する場合は認められる場合があります。また、国外に
おいて、在外教育施設（日本人学校、補習授業校等）が教育目的で使用する場合は、申請することなく利用できる場合がありま
す。
個人の場合は、個人利用の範囲内で利用することができます（「許諾対象 ４」のQ&Aをご参照ください。）。
必ず事前に利用を相談し、群馬県の指示に従ってください（対応言語日本語のみ）。

利用許諾を受けている「ぐんまちゃん」商品を、海外で販
売してもよいですか？

日本国内の法人又は団体が、群馬県から許諾済みで、日本国内で販売する「ぐんまちゃん」デザイン利用の物件を海外で販売いた
だくことは可能です。ただし、海外のみでの販売を目的とした物件は許諾できません。必ず事前に群馬県に利用を相談し、群馬県
の指示に従ってください（対応言語日本語のみ）。
また、海外で利用者が独自に商標登録を行うことは認めておりません。海外の利用者が、群馬県に相談せずに、商標登録をしてし
まい、これに関連した被害を被った者がいる場合は、群馬県はその責任を負いません。

「二代目ぐんまちゃん」利用に係るＱ＆Ａ
質問

回答

その他
「ぐんまちゃん」の着ぐるみを予約したのですが、それを
1 告知する宣伝物等にデザインを利用する場合は申請が必要
ですか？
着ぐるみ利用申請とデザイン利用申請を同時に行うことは
2
できますか？

着ぐるみ貸与に伴う宣伝物等で「ぐんまちゃん」を利用する場合は、申請が必要です。ただし、群馬県の機関から直接「ぐんま
ちゃん」が出動する場合のイベント告知については、利用申請は必要ありませんので、群馬県の担当機関でデザインの確認を受け
てください。

3

一般に販売されている許諾済みの商品を紹介する場合、そ
の商品等の画像を使用するのに申請は必要ですか？

すでに群馬県の許諾を受けている商品画像等の利用は、群馬県に対しては、特に申請をする必要はありません。その商品の製造元
等には別途ご確認ください。

4

許諾を受けた商品を使用してキャンペーンなどを行うこと
は可能ですか？

許諾を受けた商品を使用（購入）して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。ただし、キャンペーンやフェアの広告
物等を作成する場合に、別途「ぐんまちゃん」のデザインを利用する場合は、その広告物についての申請が必要となります。

5

すでに類似の商品が販売されている場合でも、申請すれば
利用できますか？

すでに許諾している商品とまったく同じ商品又は著しく類似している商品は、不正競争防止法に違反する可能性があります。デザ
インを見直すなどして既存商品との差別化を図ってください。

6

利用許諾を受けた商品について、商標登録や意匠登録を行
うことはできますか？

「ぐんまちゃん」のデザインを利用した商品については、商標登録や意匠登録を行うことはできません。

7

お店の屋号に「ぐんまちゃん」冠を付けることはできます
か？

「ぐんまちゃん」は、群馬県の公式キャラクターですので、群馬県が公認しているかのような誤解や誤認を招く恐れがあることか
ら、屋号や店名での利用はできません。ただし、一定の条件を満たした「ぐんまちゃんグッズ」を専門に取り扱う店舗には、「ぐ
んまちゃんＳＨＯＰ」の名称及びロゴ使用を認めることがあります。

それぞれ別の申請となります。お手数かけますが、それぞれ別々に申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。

