社会的・経済的エンパワーメントにつながる
プログラムを通じて
女性と女児の生活を向上させる

国際ソロプチミストアメリカ

SIA 登録商標使用規定
SIA の登録商標について
国際ソロプチミストアメリカ（SIA）には、自らの登録商標及びサービス・マークを保護する法的義務があります。
SIA は、米国内で登録商標を取得しており、様々な商標がブラジル、カナダ、日本、メキシコ、フィリピン、台湾で
も登録されています。SIA は商標を強力に支え、保護する権利を保有しています。

一般的な使用条件
SIA は、ここに記載されている条件の下、現行の所属クラブとリジョンが文具類、印刷物、本質的に商業性のな
いその他のものに現行の商標を使用することを認めます。
使用についての制限
SIA 事務局は、この「SIA 登録商標使用規定」の対象とされる商標を用いた、全てのソロプチミストのアクセサリ
ーの唯一の供給元です。
SIA は、SIA によって特別に認可された場合を除き、製品の包装、ラベル表示、宣伝、促進用品への使用を含
め、いかなる製品についてもその促進や識別のために商標を使用することを認めません。

ライセンスの承認
クラブとリジョンは、販売あるいは配布品として SIA の商標の付いた品を作成するには、1 品目ごとに SIA
licensing application form（SIA ライセンス使用申請書）を SIA 本部へ提出し、50 ドルのライセンス料を支払うこと
により、非独占的な制限付きライセンスが与えられます。ライセンス使用申請の対象となる品の例には、衣料品、
卓上品、マグカップなどがあります。食品や飲料品、石鹸やシャンプーなどのパーソナルケア用品を含む消耗
品のライセンスは、事例ごとに検討され、これらの製品を対象とした商業ライセンスが可能となっているソロプチミ
ストの商標の使用は、SIA 本部による検討と承認が必要となります。
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SIA 登録商標使用規定
商標の改変
SIA の商標は、表示されている通りに正確に使用されなくてはならず、全体を拡大あるいは縮小する場合を除き、
改変することはできません。SIA の商標は、語、句読点、デザイン要素を一切加除することなく、指定された色を
用いて、完全な形で使用されなければなりません。
その他の条件
クラブとリジョンは、商標の使用に際し、SIA の細則と手続に従うことに同意するものとします。SIA は、その単独
裁量で、商標が複製あるいは表示されている方法を調査し、認否する権利を保有しています。会員は、要請が
あった場合には、SIA の商標が付いている全てのもののコピーを SIA に提供し、商標の使用の認可について
SIA の決定に従うことに同意するものとします。ソロプチミスト以外からの要請は、SIA 本部局長・CEO による検
討を受けなければならず、場合によっては SIA 理事会による更なる検討を要します。SIA は、所属クラブあるい
はリジョンによるその商標の使用をなん時でも差し止める権利を保有しています。
商標使用の際には、登録商標の記号である®を付記しなければなりません。文書の中で使用する場合は、登録
商標の初出時に付記される必要がありますが、その後は省略することができます。

登録商標
名称

状況

認められている使用

使用についての制限

Soroptimist®
ソロプチミスト

現在使用
中

クラブ／リジョンは、自分たちのクラブ／リジョン
名に Soroptimist® を使い、Soroptimist
International of Anytown（国際ソロプチミスト
○○）あるいは Soroptimist International of the
Americas Anywhere Region（国際ソロプチミスト
アメリカ○○リジョン）と表記することが認められて
います。

登録商標である Soroptimist®
を、クラブやリジョン、あるいは
その他の外部団体によって設
立、あるいは維持される基金や
財団、あるいはその他の実体の
名称に使用する場合（例：
Soroptimist Thrift Store（ソロプ
チミスト・リサイクル・ショップ）や
Soroptimist Community Center
（ソロプチミスト・コミュニティ・セ
ンター）など）は、SIA 本部によ
る文書の許可が必要です。

申請によ
り、商業ラ
イセンス可

クラブは、この組織および組織の使命に基づく
プログラムのブランド強化に貢献するため、
Soroptimist® の名称を組織の夢プログラムと連
動させて使用することが奨励されます（例：
「Soroptimist® Dream It, Be It: Career Support
for Girls（ソロプチミスト 夢を拓く：女子中高生
のためのキャリア・サポート）」、「Soroptimist®
Live Your Dream: Education and Training
Awards for Women（ソロプチミスト 夢を生き
る：女性のための教育・訓練賞）」）。

地域のクラブが主催する催しに
は、クラブの正式名称が使用さ
れるべきです（例：「Soroptimist
International of Anytown 5K
Race for Women’s Education
（国際ソロプチミスト○○ 女性の
教育のための 5 キロマラソ
ン）」）。
SIA 夢プログラムを除き、クラブ
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SIA 登録商標使用規定

キャッチフレ
ーズ
Best for
Women®

ベスト・フォ
ー・ウイメン
Soroptimist
の名称の大
まかなラテン
語訳

状況

認められている使用

現在使用
中

現行の所属クラブとリジョンは、全てのクラブとリ
ジョンの文具類やウェブサイト、会報・広報誌、
会旗、プログラム、教育資料ならびにリジョン大
会、地区大会、分科会、その他の公式のソロプ
チミスト行事の名札、装飾、印刷物にこのキャッ
チフレーズを使用するための、非独占的で利
用料無料の制限付きライセンスが認められま
す。

単独のデ
ザイン要素
としての商
業ライセン
ス不可

が行うプロジェクトで、
Soroptimist の名称を単独で使
用する場合、SIA 本部による許
可が必要です（例：
「Soroptimist 5K Race for
Women’s Education（ソロプチミ
スト 女性の教育のための 5 キ
ロマラソン）」。
使用についての制限
「認められている使用」に記載
されていない品は、この使用規
定の「使用についての制限」項
の対象となります。

また、SIA の会報の名称としても使用されてお
り、当該出版物の表題として言及することがで
きます。

SIA のロゴ

状況
現在使用
中

®
国際ソロプチミストアメリカ
（SIA）のロゴ

商業ライセ
ンス可

認められている使用
現行の所属クラブとリジョンは、強力な視覚
的アイデンティティーを確立するために、下
に記載されている条件の下、非独占的で利
用料無料の制限付きライセンスが認められ
ます。

使用についての制限
「認められている使
用」に記載されていな
い品は、この使用規定
の「使用についての制
限」項の対象となりま
す。

全てのクラブとリジョンの文具類、ウェブサイ
ト、会報・広報誌、会旗、旗、プログラム、教
育資料、ならびにリジョン大会、地区大会、
分科会、その他の公式のソロプチミスト行事
の名札、装飾、印刷物に、SIA のロゴの使
用が認められ、奨励されます。ソロプチミスト
の公式祝賀行事のために、ケーキや菓子類
の装飾とすることも認められます。
SIA のロゴの望ましい使用方法は、PMS659
（青色）、黒、あるいは白とするべきです。そ
の他の色は、事例ごとに SIA 本部の検討が
行われます。
スタイル化された「S」を単独のデザイン要素
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SIA 登録商標使用規定
として使用する際は、事例ごとにライセンス
使用申請の検討が行われます。
認められている商業利用についての更なる
情報は、この使用規定の「ライセンスの承
認」項を参照してください。

LiveYourDream.org

状況
現在使用
中
商業ライ
センス不
可

®
LiveYourDream.org のロ
ゴ

認められている使用
ソロプチミストは、あらゆる年齢の女性に
夢を追い求めることを奨励し、その意欲を
引き出し、ソロプチミストの使命およびその
夢プログラムの認知度と関与を高めること
を目的として、LiveYourDream.org を立ち
上げました。SIA 本部は、Live Your
Dream のロゴを付けた品の唯一の供給元
です。

使用についての制限
「認められている使用」に
記載されていない品は、
この使用規定の「使用に
ついての制限」項の対象
となります。

現行の所属クラブとリジョンは、強力な視
覚的アイデンティティーを確立するため
に、下に記載されている条件の下、
LiveYourDream.org のロゴならびに名称
を使用することに、非独占的で利用料無
料の制限付きライセンスが認められます。
全てのクラブとリジョンの文具類、ウェブサ
イト、会報・広報誌、会旗、プログラム、教
育資料、ならびにリジョン大会、地区大
会、分科会、その他の公式のソロプチミス
ト行事の名札、装飾、印刷物に、ロゴと名
称の使用が認められ、奨励されます。ソロ
プチミストの公式祝賀行事のために、ケー
キや菓子類の飾りとすることも認められま
す。
LiveYourDream.org のロゴは、白黒あるい
は次の色調で使用すべきです。
PMS7416C（オレンジ色）、PMS262C（紫
色）、PMS318(青色／緑色）。
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SIA 登録商標使用規定
状況
現在使用
中
®

Live Your Dream:
Education and Training
Awards for Women®
夢を生きる：女性のため
の教育・訓練賞
Live Your Dream
Award®
夢を生きる賞

商業ライ
センス不
可

認められている使用
現行の所属クラブとリジョンは、強力な視
覚的アイデンティティーを確立するため
に、下に記載されている条件の下、プログ
ラムのロゴならびに名称を使用すること
に、非独占的で利用料無料の制限付きラ
イセンスが認められます。

使用についての制限
「認められている使用」に
記載されていない品は、
この使用規定の「使用に
ついての制限」項の対象
となります。

このプログラムおよびその運営に関連する
全てのクラブとリジョンの文具類、ウェブサ
イト、会報・広報誌、会旗、プログラム、教
育資料、ならびにリジョン大会、地区大
会、分科会、その他の公式のソロプチミス
ト行事の名札、装飾、印刷物に、プログラ
ムのロゴの使用が認められ、奨励されま
す。プログラムのロゴは、ソロプチミストの
公式祝賀行事のために、ケーキや菓子類
の飾りとすることも認められます。
「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」
は、ソロプチミストの代表的な夢プログラム
の一つです。名称は、この組織のブランド
強化に貢献するために、ソロプチミストとい
う名称に続き、省略せず完全な形で使用
されなくてはならず、初出時には登録商
標を示す®を付記しなければなりません
（例：「Soroptimist Live Your Dream:
Education and Training Awards for
Women®（「ソロプチミスト夢を生きる賞：女
性のための教育・訓練賞）」）。その後に言
及する際は、「Live Your Dream Awards
（夢を生きる賞）」と省略した形で使用する
ことができます。
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SIA 登録商標使用規定
状況
現在使用
中
®

Dream It, Be It: Career
Support for Girls®

商業ライ
センス不
可

認められている使用
現行の所属クラブとリジョンは、強力な視
覚的アイデンティティーを確立するため
に、下に記載されている条件の下、プログ
ラムのロゴならびに名称を使用すること
に、非独占的で利用料無料の制限付きラ
イセンスが認められます。
このプログラムおよびその運営に関連する
全てのクラブとリジョンの文具類、ウェブサ
イト、会報・広報誌、会旗、プログラム、教
育資料、ならびにリジョン大会、地区大
会、分科会、その他の公式のソロプチミス
ト行事の名札、装飾、印刷物に、プログラ
ムのロゴの使用が認められ、奨励されま
す。ソロプチミストの公式祝賀行事のため
に、ケーキや菓子類の飾りとすることも認
められます。

夢を拓く：女子中高生の
のためのキャリア・サポー
ト

使用についての制限
「認められている使用」に
記載されていない品は、
この使用規定の「使用に
ついての制限」項の対象
となります。
名称あるいはロゴを、SIA
本部が開発した「夢を拓
く：女子中高生のための
キャリア・サポート」のカリ
キュラムならびに支援資
料を利用しないその他の
プログラムあるいはプロジ
ェクトに使用することは認
められません。

「夢を拓く：女子中高生のためのキャリア・
サポート」は、ソロプチミストの代表的な夢
プログラムの一つです。名称は、この組織
のブランド強化に貢献するために、ソロプ
チミストという名称に続き、省略せず完全
な形で使用されなくてはならず、初出時に
は登録商標を示す®を付記しなければな
りません（例：「Soroptimist Dream It, Be it;
Career Support for Girls®（ソロプチミスト
夢を拓く：女子中高生のためのキャリア・
サポート）」）。その後に言及する際は、
「Dream It, Be It（夢を拓く）」と省略した形
で使用することができます。

国際ソロプチミストのエン
ブレム

®

状況
現在使用
中
商業ライセ
ンス不可

認められている使用
ソロプチミストのエンブレムの使用は、公
式の会員ピンを表すものに限定され、本
品は SIA 本部からのみ入手可能です。
国際ソロプチミストのエンブレムは、国際
ソロプチミスト（本部は英国ケンブリッジ）
から出されたもの、あるいは国際ソロプチ
ミストのレベルで役職に就いているソロプ
チミスト会員によって作成されたものにも
使用されます。
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「認められている使用」で
記載されているものを除
き、SIA 内でのその他の
使用は一切禁じられてい
ます。

page 6 of 7

SIA 登録商標使用規定
その他の登録商標
SIA は、新たなロゴあるいはプログラム名称によって取って代わられた商標の登録は、それらの登録が失効する
時まで保持します。これには、2007 年の Live Your Dream キャンペーンのロゴ、2012-2015 年の
LiveYourDream.org のロゴならびにソーシャル・メディアのタグ、旧称である Women’s Opportunity Awards（女性
に機会を与える賞）が含まれます。これらの登録商標あるいはこれらの商標の要素を使用することは厳しく禁じら
れます。

問い合わせ先
ロゴは、SIA のウェブサイト www.soroptimist.org で、eps 形式及び.jpg 形式で入手可能です。
SIA の商標の正しい使用に関するお問い合わせは、下記までお送りください。
国際ソロプチミストアメリカ
1709 Spruce Street
Philadelphia, PA 19103-6103
USA
電話：215-893-9000
ファックス：215-893-5200
E メール：siahq@soroptimist.org
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