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Info

［お問い合わせ］

国立大学法人 横浜国立大学 総務部広報・渉外室
〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1
TEL：045-339-3027 FAX：045-339-3179 E-mail：press@ynu.ac.jp
▶ www.ynu.ac.jp/about/ynu/symbol/
ダウンロードはこちら

壁紙やスクリーンセーバーも配布しています !
新しくなった YNU をアピールしよう !
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www.ynu.ac.jp/i/
これまでの Google を利用したサイト
内検索、サイトマップの他に、50 音
順の索引を追加し、検索機能が更に
充実。他にも、ニュースセンター、ダウ
ンロードセンター、サーチセンターが加
わり、バラバラだった情報を１箇所で
探すことができます。
また、ページを正しくカテゴライズし、
タイトルは内容が一目でわかるように
工夫しています。

すぐに知りたい情報へ。
検索機能を充実。

世界がフィールド
だから
横浜国立大学は 2010 年、
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オリジナルコンテンツで知る YNU 。
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公式なロゴ、シンボルカラー、
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YNU は横浜国大のグローバル・ブランド
世界を代表する国際的学術の拠点

スローガンを制定しました。

YNU UI System
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すっきりとした
YNU らしいデザイン。

YNU ユニバーシティ・アイデンティティ
YNU University Identity System

新機能も追加！

YNU ロゴ

Logo

世界から期待される YNU

YNU スローガン

Slogan

キーワードは、 Global Arts & Sciences
バルな学術」の興隆をめざします。それは、 Global Arts & Sciences 。

で親しまれています。

「グロー
21 世紀の世界規模の課題解決にむけて、横浜国立大学は、

横浜国立大学
（YOKOHAMA National University）
は、海外では YNU の呼称
本学は、国際的な教育・研究を積極的に推進していくグローバルな学

横浜国立大学は、YNU を
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世界で活躍できる人材・知財の育成と輩出

ドイメージを浸透させていく統合的な戦略システムです。
ある YNU」像として世界に積極的に訴求して、YNU のブラン
いう信頼を「YNU だからできる」という可能性に高め、
「魅力

2

www.ynu.ac.jp

2010 年 4 月1 日からリニューアルオープン！
本システムに合わせたデザインに一新、
横浜国立大学の公式サイトが、

国際的なブランドとして育てます
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System
システム系

建物・施設・設備

Facility
環境ファシリティ系

理念・方針

Domain
ドメイン系
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横浜を舞台に活躍する著名人と本学教員との
対談を取り上げる「 グローカル レポート from
を隔月配信し、横浜から世界へ向け
YOKOHAMA 」
た活動を行うＹＮＵを伝えます。
他にも、毎年夏に開催するオープンキャンパスを
疑似体験できる「君だけのオープンキャンパス
PLUS＋」など、 YNU オリジナルのコンテンツを追
加しました。

1
達成目標

YNU ブルーを基調にし、シンプル
で拡がりを感じるデザインにリ
ニューアルしました。
YNU ロゴを左上に常に配置し、
随所に部局等のシンボルカラー
を反映させるなど、UI に沿ってデ
ザインされています。TOP ページ
では動きのある FLASH で、おす
すめコンテンツへ誘導し、
YNU の
最新情報を伝えます。

YNU の UI 戦略は、全学の連携を深め「YNU なら大丈夫」と

すべてを教育・研究活動に結集
公式サイト

全体像

YNU ユニバーシティ・アイデンティティ
YNU University Identity System
知的科学とその応用技術を本学は「学術」と総称します。本学は社会

究において、国際的な学術交流、知識情報の発信、共同研究の推進

流・共創拠点である横浜を強調するために、Yの字に未来への飛躍、世

このスローガンは、YNU が人文、社会、自然科学の学際的な教育・研

教育・研究そして運営体制を改革していきます。グローバルな学術の交

げます。

ブランドを育てるために、
なお一層、世界から信頼と期待を集める
「YNU」

の知的基盤となる実践的な「知のわざ」の復興をミッションとして掲

を公式なロゴとして制定しました。
今後とも
術の拠点大学として、
「YNU」

を強め、なお一層、信頼と共感を獲得していこうとする決意を表現し

界への飛翔を表す YNU のシンボルカラーを配しています。

ています。横浜から世界に、地球社会の持続的進化のための新たな

2009 年横浜国立大学は、新制国立大学として発足以

パラダイム Global Arts & Sciences を提案し、自ら「グローバルな学

来、創立 60 周年を迎えました。

術」の共創に参画する創造的な人材を育成します。

これを期に、21 世紀のグローバル化と情報化の急激
な潮流のなかで、改めて本学の理念を再確認し、知識
基盤社会における実践的な「学術」の振興をめざして、

YNU を国際的共創の先進の拠点としていくことを宣
言します。
この目標達成に向けて、YNU のアイデンティティをより
明確にするために、公式なロゴ、シンボルカラー、スロー
ガ ン な ど を YNU University Identity System と し て、

2010 年より展開します。
これにより教職員、学生すべてが、
「グローバルな学
術の共創」を核とした YNU Initiative 意識を共有し、
世界に開かれた大学として国内外からの付託に真摯
に 応 え る と と もに、YNU の 今 と 近 未 来 を、よ り 鮮 明
によりわかりやすく伝えていきます。
国立大学法人 横浜国立大学長

YNU シンボルマーク

Symbol mark

青い空を自由に、力強く羽ばたくカモメを形象化
学内公募により、2007 年 7 月に横浜国立大学のシンボルマークとして制
定しました。
横浜で生まれ育った横浜国立大学は、
「実践性」
、
「先進性」
、
「開放性」
、
「国際性」
を建学以来培われた教育方針として掲げ、自由な学風を誇りと

YNU カラー

Color

スクールカラーを「 YNU ブルー」として制定します

広がりや、知的な印象を感じさせるロイヤルブルーを全学のスクール

学の自由な学びの精神を表しています。

を使用してきました。
このブルーを大切にしながら、
横浜から世界への

自然環境を愛しみ、未来に向かって大きく、力強く飛翔する横浜国立大

横浜国立大学は、長い間伝統的にブルーを基調としたスクールカラー

してきました。
青い空を自由に、力強く羽ばたくカモメは、地球の豊かな

カラーとします。
またこれを機に、各部局等のシンボルカラーを設け、
よりパフォーマンスを高めます。

Y N U ブル ー

DIC 641

プロセスカラー（CMYK） C:100 M:60

web 用カラー（RGB）

R:0 G:91 B:172

YNU ユニバーシティ・アイデンティティ

■ YNU ロゴ、 YNU スローガン、 YNU シンボルマーク／ 組み合わせパターン
2.ＹＮＵ＋和文／ヨコ組

1.ＹＮＵロゴ

使用に関する詳しい情報はこちら

YNU University Identity System

www.ynu.ac.jp/about/ynu/symbol/

〈※基本は YNU ブルー＋ 黒 100 ％の 2 色表示〉

3.ＹＮＵ＋欧文／ヨコ組

4.ＹＮＵ＋欧文二段／ヨコ組

5.ＹＮＵ＋和文＋欧文
8.ＹＮＵ＋和文／
タテ組

6.ＹＮＵ＋和文／二段組

7-1.ＹＮＵ＋欧文／二段組

7-2.ＹＮＵ＋欧文／二段組

9．ＹＮＵ＋和文＋スローガン（欧文）

10．ＹＮＵ＋欧文＋スローガン（欧文）

11．ＹＮＵ＋和文＋法人名

12．シンボルマーク

13．ＹＮＵ＋シンボルマーク

14．ＹＮＵ＋欧文＋シンボルマーク

■ スローガン表記例
1. スローガン（欧文）

3. スローガン（欧文＋和文）
4. スローガン（欧文＋和文／２段）

5. スローガン（欧文 2 段＋和文）

2. スローガン（欧文 2 段）

■ YNU カラー 〈※web 用カラー（RGB）は推奨〉

■ 単色・モノクロ／表示 例
文字色：黒 100%

文字色：ＹＮＵブルー

黒

DIC 641

文字色：白 100%

※ロゴとの境がはっきりする背景に限る（下は一例）

プロセスカラー（CMYK） K:100
R:0 G:0 B:0
web 用カラー（RGB）

Y N U ブル ー（スクールカラー）

白

プロセスカラー（CMYK） C:100 M:60
R:0 G:91 B:172
web 用カラー（RGB）

プロセスカラー（CMYK） K:0
web 用カラー（RGB）
R:255 G:255 B:255

部局等のシンボルカラー
教育人間科学部・教育学研究科

DIC 2547

プロセスカラー（CMYK） C:60 M:8 Y:100
R:114 G:177 B:45
web 用カラー（RGB）

DIC 242

プロセスカラー（CMYK） C:25 M:42 Y:100
R:201 G:154 B:6
web 用カラー（RGB）

経済学部

DIC 282

プロセスカラー（CMYK） C:24 M:92 Y:32
R:194 G:46 B:107
web 用カラー（RGB）

DIC 135

プロセスカラー（CMYK） C:85 Y:38
R:0 G:170 B:174
web 用カラー（RGB）

DIC 181

プロセスカラー（CMYK） C:93 M:29
R:0 G:133 B:206
web 用カラー（RGB）

経営学部

※ロゴの背景／使用例

理工学部

国際社会科学研究科

パターンや模様の入っ
た背景にロゴを配置す
るときには、
はっきりと見
やすいように、なるべく
無地に近いスペースを
使用します。
また、背景
のパターンを薄くするな
どの工夫も有効です。

写真の上にロゴを配置
する場合は、
無地に近い
部分が背景にくるように
レイアウトします。
また、
濃い色 調の写 真の場
合、ロゴを白一色にする
とすっきり見えます。

DIC 202

工学府・研究院

都市イノベーション学府・研究院

環境情報学府・研究院

DIC 2564

プロセスカラー（CMYK） C:94 M:6 Y:80
R:0 G:153 B:81
web 用カラー（RGB）

DIC 435

プロセスカラー（CMYK） C:100 M:85 Y:48 K:20
web 用カラー（RGB）
R:34 G:48 B:79

DIC 430

プロセスカラー（CMYK） C:63 M:26 Y:25
R:101 G:158 B:178
web 用カラー（RGB）

附属図書館

DIC 462

■ 使 用禁止例

プロセスカラー（CMYK） C:8 M:67 Y:100
web 用カラー（RGB）
R:226 G:113 B:2

プロセスカラー（CMYK） C:58 M:67 Y:12
R:128 G:96 B:155
web 用カラー（RGB）

長体・平体・斜体など、
あらゆる変形をしないでください

部分的に色を変える、
グラデーションを
使用するなど規定以外の色や濃度で
表示しないでください

複雑な背景上に
配置しないでください

縁くくりなどの
加工表現をしないでください

丸囲みなど
他の要素を加えないでください

学校名の大きさや位置を変えるなど、
規定にない組合せで
表示しないでください

全学教育研究施設

背景と充分なコントラストが
得られない表示はしないでください

横浜国立大学

学校名をロゴ以外の書体で
表示しないでください

