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お問い合わせ先： 

株式会社オデッセイ コミュニケーションズ カスタマーサービス 

TEL.03-5293-1881（平日 10：00～18：00）  

 

 

 

 Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Certified Associate 、Adobe Certified Associate ロゴ、Photoshop、Illustrator、 

その他本書記載のプログラム名、資格名は、Adobe System Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならび

に他の国における商標または登録商標です。 

 株式会社オデッセイ コミュニケーションズの承諾を得ずに、本マニュアルの一部または全部を無断で転載・複製す

ることを禁止します。 
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1. 認定資格取得者用ロゴ使用マニュアル（ACA） 

米国 Certiport が配信するアドビ認定アソシエイト（ACA）に合格すると、ACA のロゴを使用できるよ

うになります。 

Certiport の Web Portal サイトで「ロゴ使用許諾契約」に同意して、ACA のロゴをご利用ください。

なお、ダウンロードしたロゴは、アドビが定めるロゴガイドラインに従ってご利用ください。 

 

1.1. ロゴ使用許諾契約およびロゴデータのダウンロード方法 

① ［デジタル認定証］（https://www.odyssey-com.co.jp/id/iduser）ページを表示します。 

（ACA 公式サイトのトップページにある「受験者 ID 登録・ログイン」リンクをクリック） 

 

② ［ログインする］ボタンをクリックします。 

 

③ Certiport Web Portal の［ログインページ］が表示されたら、「受験者ID」と「パスワード」を入

力して［ログイン］ボタンをクリックします。 

 

 

④ 「デジタル認定証」ページが表示されます。 
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⑤ 画面右横の［Download User Logos］リンクをクリックします。 

 

 

⑥ 「Download Logos」ページが表示されたら、「ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE」にある「View 

Logo Agreement」をクリックします。 

 

 

⑦ 「Logo License Agreement」ページが表示されます。 

⑧ 「Title」欄に英語で「役職名」を入力します。 

（入力例：学生→ Student、一般社員→ Employee、管理職→ Manager、など） 

⑨ 「Brief description of proposed use of trademark」欄に、利用目的を英語で入力して、［Next］

ボタンをクリックします。 

（入力例：電子メール署名→ E-mail signature、名刺→ Name card、など） 

注意！ 
その他の試験の Logo License Agreement も表示されますが、認定資格を取得した試験のロゴ

しか利用できません。 

役職名を英語で入力 

用途を英語で入力 
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⑩ 「Adobe User Logo License Agreement」が表示されます。 

⑪ 画面左上にある［印刷］ボタンから、ロゴ使用許諾契約書を印刷するか、隣の［コピーを保存］ボ

タンで PDF 文書を保存します。 

 

⑫ 画面下部のテキストボックスにある「［TYPE NAME HERE］」の文字を削除して、ボックス下部に

表示されているご自身の氏名を入力して、［Accept］ボタンをクリックします。 

（ロゴ使用許諾契約書の内容は、本マニュアルの P.6「認定資格ロゴライセンス契約の参考訳」を

ご確認ください。） 

 

［TYPE NAME HERE］を削除して、テキストボックス下部に表示されて

いる氏名を入力 



ロゴ使用許諾契約およびロゴデータのダウンロード方法 

株式会社オデッセイ コミュニケーションズ 2018 年 4 月更新 

4 

 

⑬ 「Download Logos」ページが表示され、認定済みの試験が表示されます。 

⑭ ロゴを使用する認定資格の右側にある「Get Logo」をクリックします。 

 

⑮ ファイルを任意の場所に［保存］します。zip ファイルを解凍してご使用ください。 

 

注意 1 
PDF 文書に表示されている住所、氏名など日本語の文字が文字化けしていますが、ロゴ使用許

諾契約書に同意できます。 

注意 2 
画面表示と同じように入力してください。姓と名の間に半角スペースを入れないとエラーにな

ります。 
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2. 【参考訳】Adobe User Logo License Agreement 

 

2.1. 認定資格ロゴライセンス契約の参考訳 

 

この Certification Logo License Agreement (認定資格ロゴライセンス契約、以下「契約」)は、ユタ州の企業で主たる

事業所を 1276 South 820 East, Suite 200, American Fork, UT 84002 に持つサーティポート・インコーポレーテッ

ド（以下「サーティポート」）と下記の個人／企業との間に結ばれ、別紙 1 にあるアドビ認定資格ロゴ（以下、「認定資格ロ

ゴ」）の使用に関するサーティポートからのサブライセンス付与をその内容とし、以下に定める日付をもって発効するものとする。

デラウェア州の企業で事業所を 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110 に持つアドビシステムズ・インコーポレーテッド

（以下「アドビ」）は、ここに定めるとおりこの契約の第三受益者とする。 

 

１．企業情報 （以下の情報をご記入ください） 

日付 

会社名／個人名 

住所 

国名 

E メールアドレス 

ロゴ契約の締結者の氏名 

役職 

電話番号 

FAX 番号 

商標が掲載されているウェブサイトの URL 

商標の利用用途 （名刺） 

上記の会社または組織をこの契約の中で「サブライセンシー」と呼ぶ。 

 

前文 

＊ サーティポートはアドビと「Certification Testing Alliance Agreement (認定資格試験提携契約)」を結び、サーテ

ィポートが資格認定プログラムを運営、配信、管理、運用することに同意している。 

＊ サーティポートはアドビの限定的代理人として、提携契約で取り決められたとおり特定の認定資格ロゴのサブライセンスを

付与する。 

＊ サーティポートは提携契約に沿って、認定資格プログラムの下でサブライセンシーの認定を行った。 

＊ サブライセンシーは別紙 1 で定められた認定資格プログラムのもとでリリースされた試験（提携契約の定義に基づく）に

合格した者で、本契約に規定する条項にしたがい、これらの試験に合格したことに関連して認定資格ロゴを使用すること

を希望する。 

＊ そこで、両当事者による法的拘束力を意図した相互の約束を約因として、次のとおり同意する。 

 

２．サブライセンス 

(a) サブライセンスの付与 

この契約に明示されないすべての権限はアドビに留保される。サーティポートは、この契約に基づいて、認定資格ロゴを使

用する非独占的、譲渡不可能な使用許諾をサブライセンシーに付与する。 
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(b) サブライセンスの制約 

この契約は、この契約に定めるサブライセンス以外の認定資格ロゴに対する権利、権限、利益をサブライセンシーに与え

るものではない。サブライセンシーは、認定資格ロゴの使用に関わる営業権がアドビの独占的利益に帰することを認める。

サブライセンシーは、事前にサーティポートおよびアドビの書面による許可なしにこの契約（または契約で付与された権限）

を割り当て、委譲、もしくはサブライセンス付与してはならない。サブライセンシーは、アドビの品質への信用を傷つけるよう

な形で認定資格ロゴを使用してはならない。 

 

３．確認と使用 

(a) 使用 

サブライセンシーは、試験を受け合格することによって取得した、サブライセンシーの特定のアドビ製品を利用する能力およ

び認定資格を公的または商業的に示すためにのみ、本認定資格ロゴを使用できる（「利用目的」）。この利用目的は、

別紙1にて明示的に定められる。サブライセンシーは、特定のアドビ製品のその他の一切の利用について、または他のアド

ビ製品の利用について、その利用能力および認定資格を公的または商業的に示すために、本認定資格ロゴを使用して

はならない。 

(b) 認定資格ロゴの特定 

サブライセンシーは、認定資格ロゴを、上記使用目的のためにウェブサイト、印刷物、ラベル、包装で使用することができ

る。ただし、この契約、商標ガイドライン（アドビのウェブページ www.adobe.com に掲載されている「Permissions 

and trademark guidelines」参照）、第三者向け商標ガイドライン (“Adobe Trademarks Guidelines for 

third parties who license, use or refer to Certification Program Logos”, 

http://www.adobe.com/support/certification/pdfs/Cert_Logo_Guide.pdf) に従っていなければならな

い。これらのガイドラインは、アドビにより随時変更・修正される可能性があり、サブライセンシーは常に最新のガイドライン

に従わなければならない。また別紙１の規定に従わなければならない。 

i) 認定資格ロゴ使用の際には TM 記号を付けること。 

ii) 上記第三者向けガイドラインにあるとおり、文書や画面ディスプレイなどで最初に認定資格ロゴを使用した近辺

に、またはサブライセンシーの知的財産所有権に関わる断り書きがある場所に、商標帰属を付記すること。 

iii) 認定資格ロゴの改変（捻じ曲げ、変色、回転、動画化、変形、分解、活字体の変更を含む）は一切しない

こと。 

iv) 認定資格ロゴを、アドビのものではない製品や制作物に、一番目立つ主な特徴として表示してはならない。 

v) 認定資格ロゴを別の会社の名前、ドメイン名、製品名またはサービス名、ロゴ、包装、意匠、標語、または他

の商標の一部として合成したり、近接させたりして使用しないこと。 

vi) 認定資格ロゴは、サーティポートからサブライセンシーに提供される電子ファイルからのみ複製すること（随時ア

ドビにより変更される可能性もあり）。 

(c) 資格認定ロゴの保護 

サブライセンシーは、アドビの認定資格ロゴの所有権を認め、所有権や権利を主張しない。サブライセンシーが認定資格

ロゴを使用する際には、アドビの権利を侵害しないようにし、アドビの利益となるようにする。またサブライセンシーの製品、

ウェブサイト、サービス、情報、その他のコンテンツに対し、アドビまたはサーティポートからの保証もしくは後援があるかのよう

に認定資格ロゴを使用しない。アドビの認定資格ロゴに対する所有権、またサーティポートのライセンスに対し、不利にな

る行動を取らないことに同意する。とくにこの認定資格ロゴをいずれの地域においてであっても登録したり登録しようとした

りして、アドビによる本認定資格ロゴの登録に対抗しない。サブライセンシーは、混乱するほど似た認定資格ロゴを自社の

商標、サービスマーク等として採用してはならない。また、本認定資格ロゴを別の商標、言葉、記号、文字、意匠などと

組み合わせて、別個の合成マークを作成してはならない。 

 

http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/support/certification/pdfs/Cert_Logo_Guide.pdf
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４．品質水準： 承認プロセス、費用、審査 

(a) 水準 

サブライセンシーは以下の場合に限り、資格認定ロゴを認定資格プログラムとの関連で使用することに同意する。 

i) サブライセンシーの自社宣伝活動が合衆国および外国における広告関連の法や規則を遵守していること 

ii) サブライセンシーの自社宣伝活動が合衆国および外国におけるその他すべての法や規則を遵守していること 

iii) サブライセンシーのサービスがアドビ製品と広告に謳っているとおりの互換性があること 

iv) サブライセンシーのサービスがアドビの高品質の製品・サービスと見合うレベルの品質・評判を保つこと 

v) サブライセンシーのサービスが、以下のウェブサイトに示される業界標準に見合った方法で提供されること 

(http://www.apa.org/science/standards.html#overview) 

(b) 審査 

アドビから合理的な要請があった場合、サブライセンシーはどこに認定資格ロゴを使用しているかを連絡し、適切なサンプ

ルをアドビに提出しなければならない。アドビが要求するなら、認定資格ロゴを使用した制作物を配布する前に、事前に

アドビに使用許可を得ることに同意する。アドビから要請があった場合は、認定資格ロゴの使用形態や品質の維持・監

視に協力することに同意する。アドビは、サブライセンシーがこの契約に従って認定資格ロゴを使用しているかどうかを評

価するため、随時その使用をチェックする場合がある。もしサブライセンシーが適切な品質水準を維持していないとアドビ

が判断した場合には、契約違反と見なされ、以下に記述する契約停止条項の対象となる。サブライセンシーは、アドビ

から連絡があった場合には、速やかに認定資格ロゴの使用上の不備を正さなければならない。 

 

５．サブライセンシーの責任 

サブライセンシーは、契約に反する形で使用した認定資格ロゴに対する一切の申し立てについて、アドビとサーティポートに

累が及ばないように保護し、免責しなければならない。 

 

６．責任の限定 

アドビ、サーティポートのいずれも、認定資格ロゴに関して一切の明示的・暗示的保証を行わない。アドビ、サーティポート

のいずれも、いかなる場合であっても、サブライセンシーによる認定資格ロゴの使用により生じる一切の間接的・付随的・

特別損害（営業収益の損失を含む）に対し責任を問われない(事前にアドビおよび/またはサーティポートがそのような

損害の可能性についての連絡を受けていた場合も含む)。 

 

７．認定資格ロゴの保護 

サブライセンシーは他者による認定資格ロゴの侵害または模倣に気づいた場合にはサーティポートに書面で連絡し、認定

資格ロゴの保護のためにサーティポートとアドビに協力することに同意する。サーティポートおよび/またはアドビはアドビの利

益のため、自己負担によってそのような侵害に対し適当な法的措置または訴訟手続きをとる場合がある。そのような場合

には、サブライセンシーはサーティポートとアドビに協力し、サーティポートまたはアドビから要請があった場合には法的措置・

訴訟手続きに参加することに同意する。 

 

８．契約期間および解除 

(a) サブライセンシーによるこの契約への同意の日付が、この契約の発効日となる。この契約の期間は、提携契約に規定さ

れている期間と同様である。サーティポートまたはアドビは自らの裁量により、サブライセンシーが契約を遵守して認定資格

ロゴを使用していないと判断した場合には、15 日前に書面で通告することによって、この契約を解除する権利を有する。

アドビまたはサーティポートのいずれであっても、いかなる理由であれ 90 日前の事前通告をもってこの契約を終了させるこ

とができる。 
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(b) この契約およびこれによって付与されるサブライセンスは、以下のいずれかの場合にはサーティポートまたはアドビからの事

前通告もしくは法的措置なしに自動的に解除される。 

i) アドビとサーティポートの間の提携契約が終了した場合 

ii) サーティポートにライセンスまたはサブライセンスを付与する権限がなくなった場合 

iii) サブライセンシーが法的手続きを経て、強制破産または自己破産を宣告された場合 

iv) サブライセンシーが資産または事業を債権者へ一括譲渡した場合 

v) サブライセンシーの事業もしくは業務を運営または管理するために管財人または保全管理人が任命された場

合 

vi) サブライセンシーの所有権または監督権が大幅に変更になった場合 

vii) サブライセンシーの制作物または修正された制作物が第 4 項（ｂ）により承認されなかった場合、または承認

が取り消された場合 

(c) この契約の解除または失効後、サブライセンシーは認定資格ロゴの使用を一切中止しなければならない。よく似た混乱

するような模倣のロゴを採用してはならない。その後、直接的・間接的に資格認定ロゴのサブライセンシーであることを表

明することを中止しなければならない。 

 

９．通知 

この契約の下でのすべての通知は書面でなされなければならない。サブライセンシー、サーティポートまたはアドビに対し、こ

の契約書に記載された住所宛てに、個人的に届けられた場合、書留または配達証明郵便で発送された場合、配達証

明の受け取りを依頼した場合、またはファクシミリで送信して電話で受領確認をした場合には、通知がなされたものとみな

される。 

 

１０．雑則 

この契約は契約内容に関する両当事者間の一切の合意をなすものであり、発行日以降に文書化された合意書に両当

事者のしかるべき代表者が署名しない限り、修正されない。この契約にはカリフォルニア州法が適用され、それに従って解

釈される。サブライセンシーは、カリフォルニア州内に在する州裁判所および連邦裁判所の司法権および裁判地に同意す

る。いずれかの当事者がこの契約に関連して発生する権利を行使するために弁護士を雇うことがあれば、勝訴当事者が

合理的な弁護士報酬、費用、その他の経費を受け取る権利を有する。サブライセンシーは、この契約に対するいかなる

違反であってもアドビに回復不能の損害を負わせる可能性があることを認め、そのような場合、またはアドビの営業権、評

判、認定資格ロゴに対する権利に何らかの損失をもたらした場合には、アドビは速やかな差止命令およびその他の救済

を求める権利を有する。この契約のいずれかの条項への何らかの違反に対しての権利行使の放棄は、他の事前・事後

の同様もしくは異なる違反に対する権利行使の放棄を意味しない。また、権利行使の放棄は、文書化され、権利放棄

する当事者側の代表者によって署名されない限り、発行しない。この契約のいずれかの条項が裁判所において違法、無

効または執行不能とされた場合にも、残りの条項は完全な効力をもって存続する。この契約は、サーティポート、アドビお

よび/またはサブライセンシーとの間にパートナーシップ、ジョイント・ベンチャーもしくは代理関係、雇用関係を成立させたり、

フランチャイズを認めたりするものではない。 

 

上記の証として、両当事者はこの契約を上記に記載した日付をもって締結する。 
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別紙１ 

アドビ認定アソシエイト ロゴライセンス契約 

 

（訳注： 画像は省略しています） 

A. Rich Media Communication using Adobe Flash ® CS3 ロゴ： 

B. Rich Media Communication using Adobe Flash ® CS4 ロゴ： 

C. Rich Media Communication using Adobe Flash ® CS5 ロゴ： 

D. Rich Media Communication using Adobe Flash ® CS6 ロゴ： 

E. Video Communication using Adobe Premiere ® Pro CS5 ロゴ： 

F. Video Communication using Adobe Premiere ® Pro CS6 ロゴ： 

G. Visual Communication using Adobe Photoshop® CS3 ロゴ： 

H. Visual Communication using Adobe Photoshop® CS4 ロゴ： 

I. Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5 ロゴ： 

J. Visual Communication using Adobe Photoshop® CS6 ロゴ： 

K. Web Communication using Adobe Dreamweaver® CS3 ロゴ： 

L. Web Communication using Adobe Dreamweaver® CS4 ロゴ： 

M. Web Communication using Adobe Dreamweaver® CS5 ロゴ： 

N. Web Communication using Adobe Dreamweaver® CS6 ロゴ： 

O. Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign® ロゴ： 

P. Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator® ロゴ： 

Q. Visual Communication using Adobe Photoshop® ロゴ： 

R. Video Communication using Adobe Premiere ® Pro ロゴ： 

S. Rich Media Communication using Adobe Flash ® Professional ロゴ： 

T. Visual Communication using Adobe Photoshop® ロゴ： 

 

利用目的 

サーティポートが管理・配信するアドビ製品関連の認定資格試験のうち、サブライセンシーが合格したアドビ製品の試験

科目に限り、サブライセンシーがそのアドビ製品の利用能力と認定資格を自らアピールする場合に利用できる。 

 

要件： 

以下のウェブサイトで「Adobe Certified Program Guidelines for Logos and Credentials」（アドビ認定プログ

ラム ロゴおよび資格名称使用ガイドライン）をご参照。 

（http://www.adobe.com/support/certification/pdfs/Cert_Logo_Guide.pdf) 

 

 

http://www.adobe.com/support/certification/pdfs/Cert_Logo_Guide.pdf
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3. 【参考訳】Adobe Certified Program ガイドライン 

 

3.1. アドビ認定プログラム ガイドラインの参考訳 

 

 

 

 

 

アドビ認定プログラム 

アドビ認定バッジ（ロゴ）を使用する場合のプログラム・表記・デザインに関するガイドライン 

2010 年 9 月 23 日更新 
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はじめに 

アドビ認定プログラムのバッジ （ロゴ）および認定資格は、それぞれアドビ認定アソシエイト(ACA)、アドビ認定エデュケーター、

アドビ認定エキスパート（ACE）、アドビ認定インストラクター（ACI）プログラムのすべての要件を満たした個人が自分自身

をアピールできるように創られたものです。 

認定資格の真価は、あなたが自分自身をアピールしようとしている相手に認識されてこそ完全に発揮されます。ロゴおよびアド

ビ認定資格の表記が正しく使用され、一貫性をもって利用されたときにのみ、認定資格に対する広い認知と敬意とが得られ

ます。 

これらのロゴへの法的保護と威力とを守るために、これらのロゴは以下のガイドラインに沿って正しく、一貫性をもって利用されな

ければなりません。そのためには、まず要件となる試験に合格し、アドビ認定アソシエイト、アドビ認定エデュケーター、アドビ認

定エキスパート、もしくはアドビ認定インストラクター プログラムの条項に同意し、アドビ認定プログラムのロゴや認定資格を利

用する前に必ずアドビ社による確認を受けなければならないということを念頭においてください。 

 

（訳注：ガイドラインでは、2008 年のガイドラインで「シグネチャ（署名）」（それ以前は「ロゴ」、「プログラムマーク」

など）と呼ばれていたものが「バッジ（badge）」という言葉で置き換わっています。わかりやすさを優先して、以下、

これまで通り「ロゴ」という言葉で訳しています。） 
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プログラム名称と用語の定義 

アドビ認定アソシエイト：１つもしくは複数のアドビ認定アソシエイト（ACA）試験に合格し、アドビ認定アソシエイト プログラムの条項に

同意した個人 

アドビ認定エデュケーター：アドビ認定アソシエイトを取得した個人で、アドビに必要証明書類を提出し、教師として承認基準に見合うス

キ ル を 持 っ て い る こ と を 証 明 し た 者 。 承 認 基 準 と な る 教 師 ス キ ル 一 覧 は 、 以 下 の サ イ ト で 閲 覧 で き ま す 。

(www.certiport.com/Portal/DesktopDefault.aspx?tabid=640&roleid=103) 

アドビ認定エキスパート：１つもしくは複数の最新版アドビ認定エキスパート（ACE）試験に合格し、アドビ認定エキスパート プログラム

の条項に同意した個人 

アドビ認定インストラクター：アドビ認定エキスパートである個人で、アドビに必要証明書類を提出し、教師として承認基準に見合うスキ

ル を 持 っ て い る こ と を 証 明 し た 者 。 承 認 基 準 と な る 教 師 ス キ ル 一 覧 は 、 以 下 の サ イ ト で 閲 覧 で き ま す 。

(www.adobe.com/support/certification/aci_certify.html） 

認定資格：認定者が合格し、アドビによって付与された認定のレベル 

個別の認定資格：１つのアドビ製品の認定資格を取得した個人は、製品が正しく特定されているロゴを使用しなければなりません。製品

が特定されていないアドビ認定アソシエイト、アドビ認定エデュケーター、アドビ認定エキスパートもしくはアドビ認定インストラクターのロゴの使

用は、２つ以上の製品の認定資格を取得した個人にのみ許されています。 

複数の認定資格：２つ以上の製品の認定資格を取得している個人は、製品名が特定されていないアドビ認定アソシエイト、アドビ認定

エデュケーター、アドビ認定エキスパートもしくはアドビ認定インストラクターのロゴを使用することができます。また、認定を受けた製品名が特

定されているロゴのいずれかを使用することもできるし、あるいは製品名が特定されているロゴを複数（取り合わせ自由）で表示することも

できます。ただし、複数の製品名を 1 つのロゴの中に合成してロゴ自体を変更してはいけません。 

スペシャリストおよび マスター認定資格：スペシャリストもしくはマスター認定資格に必要な試験のすべてに合格したアドビ認定エキスパー

トおよびアドビ認定インストラクターは、彼らの取得した認定資格レベルを表すロゴを使用しなければなりません。複数のスペシャリストレベル

の認定資格を取得した資格認定者の場合には、その資格認定者は複数のロゴのうちのいずれを使用することも可能ですが、複数の認定

資格を 1 つのロゴに合成してロゴ自体を変容させてはいけません。 

認定証：認定資格を証明するためにアドビによって発行された有形文書 

資格認定者：特定の認定資格の要件となるすべての試験に合格し、認定資格プログラムの条項に同意し、認定証の形でアドビから認定

資格の証明を受けた個人 

認定候補者（candidate）：認定資格を目指しているが、まだすべての要件を満たしていない個人。あるアドビ認定エキスパートの認

定資格では資格認定者である個人が、別の認定資格では認定候補者である場合もあります。  
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認定アソシエイトのロゴ 

１つのアドビ製品の認定資格を取得している場合、その製品に対応したロゴを使用しなければなりません。製品が特定されないロゴは、複

数のアドビ製品の認定資格取得者にしか利用できません。 

各ロゴは、2 種類のレイアウトで利用することができます。どちらも、ロゴを利用する媒体の余白の状況に応じて使い分けることができます。 
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認定エデュケーターのロゴ 

 

１つのアドビ製品の認定資格を取得している場合、その製品に対応したロゴを使用しなければなりません。製品が特定されないロゴは、複

数のアドビ製品の認定資格取得者にしか利用できません。 

各ロゴは、2 種類のレイアウトで利用することができます。どちらも、ロゴを利用する媒体の余白の状況に応じて使い分けることができます。 
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認定エキスパートのロゴ 

 

１つのアドビ製品の認定資格を取得している場合、その製品に対応したロゴを使用しなければなりません。製品が特定されないロゴは、複

数のアドビ製品の認定資格取得者にしか利用できません。 

各ロゴは、2 種類のレイアウトで利用することができます。どちらも、ロゴを利用する媒体の余白の状況に応じて使い分けることができます。 
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認定インストラクターのロゴ 

 

１つのアドビ製品の認定資格を取得している場合、その製品に対応したロゴを使用しなければなりません。製品が特定されないロゴは、複

数のアドビ製品の認定資格取得者にしか利用できません。 

各ロゴは、2 種類のレイアウトで利用することができます。どちらも、ロゴを利用する媒体の余白の状況に応じて使い分けることができます。 
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ロゴ画像の利用方法 

 

アドビ認定ロゴの法的保護と威力とを守るため、ロゴ使用にあたってはこのガイドラインに基づき、正しく一貫した使用が求められます。すべて

のロゴについて同様の使用ルールが適用されます。 

ロゴはいかなる方法であっても変更してはなりません。また、自分で勝手にロゴを作成してはなりません。アドビから提供されたロゴ画像をその

まま利用してください。 

 

ロゴ周囲の余白 

ロゴとその周囲にあるオブジェクトとの間には、X の1/2相当の余白をロゴ周囲に設けなければなり

ません。 

（訳注：ロゴの高さを X とした場合） 

 

ロゴの最小サイズ 

以下は、最小サイズとして奨励されるサイズですが、常に文字が読めるように利用してください。 

 

 

訳注：画面用（左） 縦 .425 インチ、.575 インチ （= 10.625 mm、14.375 mm） 

印刷用（右） 縦.35 インチ、.475 インチ （= 8.75 mm、11.875 mm） 

  

注意： アドビの会社ロゴを含

め、ロゴの要素を分解して個々

に使わないでください。 

アドビの会社ロゴのこのバージョン

は、ロゴデザイン以外の目的で第

三者が利用することはできませ

ん。標準的なアドビの会社ロゴが

必要な場合は、アドビの地域担

当者にお問い合わせください。 
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奨励事項と禁止事項 

 

奨励事項 

 ロゴは、本ガイドラインに特定された形式でのみ表示する。 

 ロゴは、アドビから提供された電子ファイルで使用されている色でのみ表示する。 

 アドビから電子ファイルで提供されたロゴのみを使用する。 

 常にロゴを単独で配置し、他の文章や画像（とりわけ他の商標やサービスマーク）から離して配置する。 

 ロゴ周囲の余白や最小サイズについて常に本ガイドラインに従い、判読可能な状態で使用する。 

 適切な商標マークと、正しい商標帰属の記述とを用いる。 

 

 

禁止事項 

 ロゴは、他のロゴ、文言、画像、写真、スローガン、シンボルなど、新しい合成マークのように見える可能性のあるその他一切の

要素と組み合わせてはならない。 

 ロゴやロゴの構成部分を、回転、湾曲、書き換え、比率変更、立体画像への変更、その他のいかなる方法であれ、変容しては

ならない。 

 第三者機関の製品がアドビの製品であるかのように思わせたり、それが第三者機関の製品名の一部であるかのように思わせた

りする方法でロゴを表示してはならない。 

 コンテンツ本体やテキスト本文の中にロゴを埋め込むように使用してはならない。 

 ロゴは事前許可なしに、異なる言語に翻訳したり、日本語やアラビア語などの異なる文字に変更したりしてはならない。 
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ビジネスでの利用 

 

アドビ認定ロゴは、特定企業や製品あるいはサービスのプロモーションのために利用することはできません。アドビ認定ロゴは、まずアドビ社から

書面での承諾を得たうえでない限り、製品、書籍、パッケージの表面に使用してはいけません。企業は、アドビ認定アソシエイト、アドビ認定

エデュケーター、アドビ認定エキスパート、アドビ認定インストラクターを雇用している、あるいは製品開発においてアドビ認定者を使っていると

いうことを、認定者の承諾を得た場合においてのみ、あいまいさを残さない形で宣伝することができます。この際、いかなる形であれ、意図し

た使用目的を超えて、アドビ社の保証、パートナー関係、あるいはその他の関係があるように匂わせてはなりません。 

 

正しい例：わが社では、アドビ認定インストラクターを雇用しています。 

正しい例：アドビ認定エキスパートを使って開発しました。 

誤った例：我々はアドビ認定インストラクターです。 

誤った例：我々はアドビ認定エキスパートです。 
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文字による表記 

 

アドビ認定アソシエイト、アドビ認定エデュケーター、アドビ認定エキスパートもしくはアドビ認定インストラクター（の名称）は、短縮、省略、

並べ替えをすることはできません。 

アドビ認定エキスパートおよびアドビ認定インストラクターの両プログラムは、各製品の最新バージョンの再認定を受けることが条件であるため、

ロゴの中にはバージョンの指定は一切盛り込まれていません。しかし、ひとつのアドビ製品の認定資格を受けた個人が文字表記する場合に

は、製品名とバージョンの両方を明記することが必要となります。2 つ以上の現行の製品について資格認定を受けている場合には、製品名

やバージョンの特定は必要ありません。 

アドビの認定資格を文字表記する場合には、個人のフルネームと明確に関連付けなければなりません。 

 

１つの製品の資格認定を受けている場合の例： 

正しい例：山田太郎は Dreamweaver CS4 のアドビ認定インストラクターです。 

正しくない例：山田太郎は Dreamweaver のアドビ認定インストラクターです。 

正しい例： 山田花子 アドビ認定エキスパート Photoshop CS4 

正しくない例：山田花子 アドビ認定エキスパート Photoshop 

正しくない例：山田太郎 アドビ Photoshop エキスパート  

 

複数の製品の資格認定を受けている場合の例： 

正しい例：山田太郎はアドビ認定インストラクターです。 

正しい例：山田太郎 アドビ認定エキスパート 

誤った例：山田太郎 アドビ エキスパート 

誤った例：山田太郎はアドビ認定です。 

誤った例：山田太郎はアドビの認定を受けました。 
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電子メールの署名 

 

お使いのメールソフトで画像が利用できる場合、適切なプログラムロゴを使用することができます。使用する場合は、利用者の氏名と会社

名の下に配置します。 

ロゴを Adobe.com やその他いっさいのウェブページにリンクさせてはいけません。 

例： 

 山田太郎 

 ABC 株式会社 

  

 

お使いのメールソフトで画像が利用できない場合、プログラム名をテキストで表記することができます。画像の場合と同様に、この場合も利

用者の氏名と会社名の下に記載することとし、資格の正式名称、製品名、バージョンをすべて記述しなければいけません。 

正しい例：山田花子 

アドビ認定エキスパート Photoshop CS5 

 

複数の認定資格を保有している場合は、各認定資格の完全な名称を縦に重ねて表示しなければなりません。 

正しい例：山田花子 

アドビ認定エキスパート Illustrator CS5 

アドビ認定エキスパート Photoshop CS5 

 

誤った例：山田花子 

アドビ認定エキスパー Illustrator CS5 および Photoshop CS5 
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認定資格の失効 

 

定期的な再認定がアドビ認定プログラムのひとつの要件です。アドビ認定エキスパートもしくはアドビ認定インストラクターは誰でも、アドビ社

から承認の確認を受けた時点から彼らの認定資格が失効するまで（当該認定資格に必要な試験が更新・リリースされてから 90 日後）、

自分自身をアピールすることができます。 

認定資格が失効すると、個人はすべてのアドビのロゴの使用を中止し、制作物、ウェブサイト、名刺、用箋、履歴書、マーケティングツールな

どからロゴ表示を削除しなければなりません。失効後も、文字による（資格への）参照は継続できますが、ただし、認定を受けた製品バー

ジョンを明確に記述した場合、もしくは現行の製品バージョンで再認定を受けた場合に限ります。 

 

例：山田花子 アドビ認定エキスパート Photoshop 5 

例：山田太郎 アドビ認定エキスパート Photoshop CS2 

例：山田花子 アドビ認定エキスパート Flex 2 

 

アドビ認定アソシエイトとアドビ認定エデュケーターの認定は失効しません。 
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行動規範 

 

アドビ認定アソシエイト、アドビ認定エデュケーター、アドビ認定エキスパート、もしくはアドビ認定インストラクターとして自らをアピールするすべ

ての個人には、以下のことが期待されます。 

 

 アドビとの関係またはアドビ製品の使用に関わる状況において、礼儀正しいプロフェッショナルな態度で行動すること 

 取得した認定資格のアピール、および「アドビ エンドユーザー ライセンス契約（EULA）」に定められたアドビ製品のライセンス

に関わるすべての法的なガイドラインに準拠すること 

 彼らとアドビとの関係を誇張した形で、あるいは誤解されるような形で提示することにより、取得した認定資格を濫用しないこと 
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商標ガイドラインおよび帰属の記述 

 

商標ガイドライン 

アドビの商標を利用する場合は、当該制作物において最も目立つ（特に目立つものがなければ初出の）ものに適切な商標記号を付けて

ください。それ以降の記述については、記号を付ける必要はありません。 

 

帰属の記述 

アドビの商標を公の出版物に使用する場合は、帰属の記述を入れてください。（小さく、ただし読める大きさの字体で） 

帰属の記述の形式は、以下の通りです。 

“使用されたアドビのロゴの列記（「アドビ」および「アドビのロゴ」が使用されている場合はそれらで始まり、他のロゴをアルファベット順で続

ける） は、いずれもアメリカ合衆国および／または他国におけるアドビ・システムズ・インコーポレイテッドの登録商標もしくは商標です。” 

 

例： 

アドビ、アドビのロゴ、アクロバット、クリエイティブスイートは、いずれもアメリカ合衆国および／または他国におけるアドビ・システムズ・インコ

ーポレイテッドの登録商標もしくは商標です。 

（英文： Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and Creative Suite are either registered trademarks or trademarks 

of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.） 

 

帰属の記述は一般的に、著作権に関する記述など他の法的文章とともに文書の末尾、あるいは書籍・マニュアルの奥付に記されます。 
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詳細情報 

 

アドビの資産を利用する場合は、必ず 「brandapproval@adobe.com」 までお問い合わせのうえ承認を得てください。 

 

Adobe Certified Associate program: 

詳細はこちら: www.adobe.com/go/aca  

質問はこちら: adharkar@adobe.com  

 

Adobe Certified Educator program:  

詳細はこちら: 

www.certiport.com/portal/DesktopDefault.aspx?page=common/pagelibrary/adobe_aca-educator.html 

質問はこちら: adharkar@adobe.com 

 

Adobe Certified Expert program:  

詳細はこちら: http://www.adobe.com/support/certification/ace.html 

質問はこちら: partner_mktg@adobe.com 

 

Adobe Certified Instructor program:  

詳細はこちら: http://www.adobe.com/support/certification/aci.html 

質問はこちら: partner_mktg@adobe.com 

 

ブランドに関する質問については、「askbrand@adobe.com」 にメールでお問い合わせください。 

 

 

（訳注：このガイドライン作成当時から担当者が変わっている可能性もあり、問い合わせ先も同様に変更されている場合があります。） 
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