
ピクトグラムは32種類のテーマに分類されています。 各ピクトグラムの説明を参考にしてください。

※ユーザーが同じピクトグラムがついたカードを並べたときに納得できるものであることが大切です。
　また、描かれている何かに名称がついていることが基準です。
（例：飾りとして花が描かれているのみで、「バラ」や「ユリ」などの名称が明確でない場合は何にもあてはまりません。）

ピクトグラム参考資料

©GKP

花
描かれている花の名称が明確である
ことが条件です。花が咲く木の場合、
ビジュアルを重視し「花」か「木」のどち
らかを選択してください。全体が描か
れている場合は両方が該当します。

木
描かれている木の名称が明確である
ことが条件です。

鳥
描かれている鳥の名称が明確である
ことが条件です。

魚
描かれている魚の名称が明確である
ことが条件です。

動物
描かれている動物の名称が明確であ
ることが条件です。

昆虫
描かれている昆虫の名称が明確であ
ることが条件です。

果物
描かれている果物の名称が明確であ
ることが条件です。

野菜
描かれている野菜の名称が明確であ
ることが条件です。

名物品
名物品が描かれていることが条件で
す。例えばそれが、「果物」だった場合
は両方が該当します。

観光名所
観光名所そのものが描かれているこ
とが条件です。

鉄道
鉄道が描かれていることが条件です。
このピクトグラムを選んだ場合は、
「乗物（鉄道以外）」は選択できません。

乗物（鉄道以外）
船や車など、鉄道以外の乗物が描かれ
ていることが条件です。

祭り
祭りの名称が明確で、且つその様子が
描かれていることが条件です。このピ
クトグラムを選んだ場合は、「イベン
ト（祭以外）」は選択できません。

イベント（祭以外）
祭り以外のイベントが催されている
様子が描かれていることが条件です。

スポーツ
スポーツをしている様子や、スポーツ
チームのマーク等のスポーツを象徴
するものが描かれていることが条件
です。スポーツをするための施設のみ
が描かれている場合は対象外です。

偉人（歴史的人物）
「武士」などざっくりとしたものでは
なく、人物名が特定できる歴史上の偉
人が描かれていることが条件です。

文学史
文学作品や文学の歴史に関連するも
のが描かれていることが条件です。

おとぎ話
「桃太郎」 「金太郎」 「浦島太郎」といっ
た伝説や昔話に関連するものが描か
れていることが条件です。

キャラクター
描かれているキャラクターに名前があることが条件です。何かをモ
チーフにしたキャラクターであった場合、例えば「ネギ」がモチーフ
のキャラクターであれば「野菜」のピクトグラムは該当しません。
なお、キャラクターが「ネギ」を持っている場合であれば「野菜」は該
当します。

広告宣伝
AR機能を搭載している等、広告宣伝
を目的に製造されているマンホール
蓋が対象です。

富士山
描かれている山が「富士山」であるこ
とが条件です。メインに富士山が描か
れている場合は「世界遺産」も選択し
てください。

お城
描かれているお城の名称が明確であ
ることが条件です。城跡も対象になり
ます。

橋
描かれている橋の名称が明確である
ことが条件です。

歴史的建造物（お城、橋梁以外）
描かれている歴史的建造物の名称が
明確であることが条件です。

幾何学模様
幾何学模様（三角形、円形、多角形、菱
形などを組み合わせた模様）が描かれ
ていることが条件です。

海
海が描かれていることが条件です。
イメージではなく、どこの海か明確で
あることが条件です。

山
描かれている山の名称が明確であるこ
とが条件です。「富士山」のピクトグラ
ムを選んだ場合は、選択できません。

川
描かれている川の名称が明確である
ことが条件です。

湖／沼
描かれている湖もしくは沼の名称が
明確であることが条件です。

その他
描かれたデザインの全てが、これまで
の30のピクトグラムのどれにも該当
しない場合に使用するものです。

世界遺産
世界遺産が描かれていることが条件
です。「富士山」がメインに描かれてい
る場合は、「世界遺産」も選択してくだ
さい。
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下水道施設
下水処理場など下水道に関係する施
設が描かれており名称が明確である
ことが条件です。一般的なマンホール
蓋や下水管などは含みません。



ピクトグラムの参考事例です。
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前橋市 南伊豆町 南陽市 米子市香南市 さいたま市 郡山市 高槻市 足利市 三木町

富岡市紋別市 斑鳩町 諫早市岩美町能勢町 丸亀市天童市大和郡山市 倉敷市

北見市 越谷市寒河江市 瀬戸内市有田川町 八幡浜市 鳴門市 長岡京市 守口市竹原市

埼玉県
流域下水道

埼玉県
流域下水道

名古屋市 島本町 朝日村神戸市 高知市 豊中市松阪市 高浜市

柏市 越谷市 和泉市 瑞穂町 瑞穂市 函館市 小千谷市 宗像市 安来市

ピクトグラム参考資料ピクトグラム参考資料

流域下水道
京都府

観光名所

花

鳥

木

魚

昆虫動物

果物

名物品

野菜
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流域下水道
高松市 山口市 四日市市 佐伯市 木更津市 岡山市 竹原市安城市 下野市香川県

かほく市 富士市芦屋市 小平市 沼津市水戸市 豊川市 八幡浜市 亀山市かほく市

横須賀市 大田原市 高松市 豊明市 日野市所沢市 東大阪市 広島市 福岡市 苫小牧市

熊谷市 南伊豆町 旭川市 横浜市 大東市秋田市 石岡市 山口市 高浜市 宇和島市

豊橋市 山口市 真岡市 下松市 倉敷市 横須賀市 堺市 木古内町 つくば市 豊橋市
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乗物（鉄道以外）鉄道

祭り

スポーツ

イベント（祭以外）

偉人（歴史的人物）

おとぎ話文学史

キャラクター 富士山広告宣伝
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お城

歴史的建造物（お城、橋梁以外）

橋

幾何学模様

山海

川

世界遺産

湖 ／ 沼

下水道施設

流域下水道

富士市 北九州市 姫路市 富岡市 斑鳩町 古賀市

名古屋市 会津若松市 郡山市 習志野市 戸田市甲斐市 名古屋市 熊谷市 大東市 島本町

瑞穂市 吉見町 江府町 旭川市 富田林市船橋市 紋別市 宗像市 三原市 鳴門市

福岡市 鎌ケ谷市 京都市 亀岡市 瀬戸市北九州市 北見市 斑鳩町 川越市 稚内市

横浜市 豊田市 下松市 鳴門市 諫早市大阪市 岡崎市 姫路市 行田市 白河市

八王子市 上山市 天理市

その他
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花
描かれている花の名称が明確である
ことが条件です。花が咲く木の場合、
ビジュアルを重視し「花」か「木」のどち
らかを選択してください。全体が描か
れている場合は両方が該当します。

木
描かれている木の名称が明確である
ことが条件です。

鳥
描かれている鳥の名称が明確である
ことが条件です。

魚
描かれている魚の名称が明確である
ことが条件です。

動物
描かれている動物の名称が明確であ
ることが条件です。

昆虫
描かれている昆虫の名称が明確であ
ることが条件です。

果物
描かれている果物の名称が明確であ
ることが条件です。

野菜
描かれている野菜の名称が明確であ
ることが条件です。

名物品
名物品が描かれていることが条件で
す。例えばそれが、「果物」だった場合
は両方が該当します。

観光名所
観光名所そのものが描かれているこ
とが条件です。

鉄道
鉄道が描かれていることが条件です。
このピクトグラムを選んだ場合は、
「乗物（鉄道以外）」は選択できません。

乗物（鉄道以外）
船や車など、鉄道以外の乗物が描かれ
ていることが条件です。

祭り
祭りの名称が明確で、且つその様子が
描かれていることが条件です。このピ
クトグラムを選んだ場合は、「イベン
ト（祭以外）」は選択できません。

イベント（祭以外）
祭り以外のイベントが催されている
様子が描かれていることが条件です。

スポーツ
スポーツをしている様子や、スポーツ
チームのマーク等のスポーツを象徴
するものが描かれていることが条件
です。スポーツをするための施設のみ
が描かれている場合は対象外です。

偉人（歴史的人物）
「武士」などざっくりとしたものでは
なく、人物名が特定できる歴史上の偉
人が描かれていることが条件です。

文学史
文学作品や文学の歴史に関連するも
のが描かれていることが条件です。

おとぎ話
「桃太郎」 「金太郎」 「浦島太郎」といっ
た伝説や昔話に関連するものが描か
れていることが条件です。

キャラクター
描かれているキャラクターに名前があることが条件です。何かをモ
チーフにしたキャラクターであった場合、例えば「ネギ」がモチーフ
のキャラクターであれば「野菜」のピクトグラムは該当しません。
なお、キャラクターが「ネギ」を持っている場合であれば「野菜」は該
当します。

広告宣伝
AR機能を搭載している等、広告宣伝
を目的に製造されているマンホール
蓋が対象です。

富士山
描かれている山が「富士山」であるこ
とが条件です。メインに富士山が描か
れている場合は「世界遺産」も選択し
てください。

お城
描かれているお城の名称が明確であ
ることが条件です。城跡も対象になり
ます。

橋
描かれている橋の名称が明確である
ことが条件です。

歴史的建造物（お城、橋梁以外）
描かれている歴史的建造物の名称が
明確であることが条件です。

幾何学模様
幾何学模様（三角形、円形、多角形、菱
形などを組み合わせた模様）が描かれ
ていることが条件です。

海
海が描かれていることが条件です。
イメージではなく、どこの海か明確で
あることが条件です。

山
描かれている山の名称が明確であるこ
とが条件です。「富士山」のピクトグラ
ムを選んだ場合は、選択できません。

川
描かれている川の名称が明確である
ことが条件です。

湖／沼
描かれている湖もしくは沼の名称が
明確であることが条件です。

その他
描かれたデザインの全てが、これまで
の31のピクトグラムのどれにも該当
しない場合に使用するものです。

世界遺産
世界遺産が描かれていることが条件
です。「富士山」がメインに描かれてい
る場合は、「世界遺産」も選択してくだ
さい。
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下水道施設
下水処理場など下水道に関係する施
設が描かれており名称が明確である
ことが条件です。一般的なマンホール
蓋や下水管などは含みません。

マーカー部に
注意してください




