競技会 において着用又は携行す ることができる水泳用品、用具 の
商業 ロゴマー ク等についての取 り扱 い規程 (案

)

(総 則 )

第 1条

本規程 は、 (財 )日 本水泳連盟 (以 下 「本連盟」 とい う。)競 技者資格規定第 5
条第 1項 及び競泳競技規則第 15条 第 3項 第 1号 に規定す る商業 ロゴマー ク (商
標 ・商標名 の総称)等 の取 り扱 い に関す ることを定める。

(商 業 ロゴマー ク等 の使用基準)

第 2条

全ての競技者、監督、 コーチ及び役員 (以 下 「競技者等」 とい う。 )は 、競技会
の会場内で着用す る水着及び ウエ アー 、持 ち物に付けることがで きる所属チーム
等 の名称 。マー ク、スポンサーのロゴマー ク、 メーカーのロゴマー クについて、
次 の通 り取 り扱 う。
(1)水 着及び ウエ アー 、持ち物には、それぞれ利用 の異な る毎に、次 の名称・マー
クを付 けることができる
1)自 分 の氏名や所属チームの名称 。マー ク

2)オ リンピック大会や世界選手権大会等 の競技会を表す名称・マー ク
3)国 旗 。国または地域 の名称

(自

国でなくても良い)、 都道府県や市町村 の名

称・マー ク
4)公 式競技会及び公認競技会 のシンボル マー クや本連盟 が認 めたもの
5)水 着 には、30c̀以 内の本連盟 に事前承認 を得たスポンサー ロゴマー クを 1

個及 びメーカー ロゴマー クをウエ ス トより上部に 1個 、下部 に 1個 付けるこ
とができる但 し、これ らのメーカーの ロゴマー クは、相互に隣接 して置 いて
はな らない。ツー ピースの水着には、上部に 1個 、下部 に 1個 付 けることが
できる
前記 1)〜4)ま での所属チーム等 の名称 。マー クの大きさに制限は無いが、
競泳競技 の水着に付ける所属チーム等 の名称・マー クは 30c̀以 内で 1個 と
・
する
6)ウ エ アー には、40酬 以内の本連盟 に事前承認 を得 たスポンサーのロゴマー
ク及びメーカーのロゴマー クを 1個 付けることがで きる
7)そ の他持ち物 には、20 cd以 内の本連盟 に事前承認 を得 たスポ ンサーのロゴ

マー ク及びメーカー ロゴマー クを 1個 付けることができる
(2)ス ポンサーのロゴマー クは、競技者等 に相応 しい商品、サー ビス又は企業広告

とす る .
但 し、タバ コ及び ビール以外 のアル コール並びに本連盟 のオフィシャルスポン
サー に登録 されてい る企業は除 く
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(3)ロ ゴマー ク面積 の計測方法 は着用前 の ものとし、ロゴマー クを正方形あるい は

長方形 とみな し、縦 ×横 で面積 を求める
また、それぞれ の面積は最大 を示 し、規程 の範囲内であれば大きさに制限は無
い

(申 請方法)

第 3条

スポンサーロゴマー クを使用する場合 は、その 3ヶ 月前までに表示内容、場所、
個数、大きさ等を明記 した 「商業 ロゴマー ク等 の使用 申請書」 彿J紙 様式)を 団
体登録責任者 及び加盟団体長 を経由 して、本連盟宛 に提出 し、承認 を得なければ
な らない。

(承 認手続 )

第 4条

附則

1
2

承認 の手続きは、本連盟 で内容を確認 した上、規程 の範囲内で特に指摘す る事項
が無 い場合 は、申請者へ の承認通知 は省略す る。
本規程 は、平成 14年 4月 1日 以降開催 され る競技会 より適用 され る。
平成 24年 1月 1日 よリー部改訂実施す る。
尚、飛込、水球、 シンクロナイズ ドスイ ミング、オー プンウォー タースイ ミン
グ及び 日本泳法 の各競技規則 についても本規程 を準用す る。
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