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�� 注意事項

■ bixid ロゴについて
bixid ロゴは、当社および bixid に関係する内容にのみご利用いただけます。

画像データに基づく複製品の製作・およびその他上記利用目的以外の関係のない内容での利用は厳禁といたします。

【明記方法】

〇〇は、株式会社 YKプランニングの商標または登録商標です。

【明記対象】

該当するものを【明記方法】の「〇〇」にいれて、明記してください。

・bixid

・bixid ロゴ

・bi-bo

・財務維新

・財務維新ロゴ

・YKプランニングロゴ

【例】bixid・bixid ロゴを使用した場合：

bixid・bixid ロゴは、株式会社 YKプランニングの商標または登録商標です。

当社サービスの名称・ロゴ・アイコン・画像素材等を利用する場合は、以下のように帰属先情報を明記してください。

■ 商標記載について



ロゴを使用するスペースやレイアウトに合わせて「ロゴマーク 基本」「ロゴマーク 文字あり」から選択してください。

原則として使用ロゴはカラー版を使用してください。

■ ロゴマーク 基本

■ ロゴマーク 文字あり

�� bixid ロゴ  カラー

● プロセスカラー　Ｃ ��％   Ｍ ��％   Ｙ ��％   Ｋ ��％
● RGBカラー　　　R ��   G ��   B ��

#�d����

● プロセスカラー　Ｃ ��％   Ｍ ��％   Ｙ ��％   Ｋ �％
● RGBカラー　　　R ��   G ���   B ���

#���aa�



■ ブラック

視認性に欠く場合は「ブラック」「ホワイト」を使用してください。

白黒印刷等、モノクロ表示の際はグレースケールのロゴデザインを使用してください。

�� bixid ロゴ  モノクロ

● プロセスカラー　Ｃ �％   Ｍ �％   Ｙ �％   Ｋ ���％
● RGBカラー　　　R �   G �   B �

#������

■ ホワイト
● プロセスカラー　Ｃ �％   Ｍ �％   Ｙ �％   Ｋ �％
● RGBカラー　　　R ���   G ���   B ���

#ffffff

■ グレースケール

● プロセスカラー　Ｃ �％   Ｍ �％   Ｙ �％   Ｋ ��％
● RGBカラー　　　R ���   G ���   B ���

#�f�f�f

● プロセスカラー　Ｃ �％   Ｍ �％   Ｙ �％   Ｋ ��％
● RGBカラー　　　R ��   G ��   B ��

#�a�a�a
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�� 背景と表示色の関係

カラー背景や画像にロゴを載せることは可能ですが、複雑な背景にロゴを入れる場合には視認性に留意してください。

下の例のように、ロゴとその背景との間には、十分なコントラストを保ってください。

���％

フルカラー ブラック ホワイト グレースケール



ロゴを表示する際には、ロゴの周辺に余白を設ける必要があります。

このエリア内には他のデザイン要素や文字など、ロゴの要素以外を表示しないでください。

識別性を高めるために、ロゴの周辺にロゴの高さ 4分の１の余白規定を設けています。

印刷：12mm
WEB：36px

・ロゴマーク基本

・ロゴマーク 文字あり

■ アイソレーション

視認性と可読性を確保するため、記載している最小使用サイズ以上で利用してください。

また、最小使用サイズを利用しても視認性が低い場合は、表示環境に応じてサイズを調整してください。

■ 最小サイズ

�� 使用について

�x
�x

印刷：20mm
WEB：60px

印刷：20mm
WEB：60px

印刷：30mm
WEB：90px



■ 文中での使用 -誤った使用例

�� 禁止事項

ロゴマークを文章中に使うことはできません

■ 背景との関係 -誤った使用例
視認性に留意しない背景の上に配置しない

人工知能 AI「bi-bo( ビーボ )」を搭載する　　　　は、
会計データを通じた新たな会計事務所のビジネス
モデルの構築と中小企業の経営をサポートします。

をはじめよう

〇〇株式会社推奨ソフト

色を変えたり、濃度を変えない 長体・平体・斜体など、あらゆる変形を
しない

b x d

■ 変形・加工・改変 -誤った使用例
変形・加工・改変はできません

ロゴタイプ以外の書体を使用しない

指定以外の位置関係を変えない アウトラインにしない 指定した余白内に文字や図形要素を追加
しない



�� 画像素材利用規約

画像素材利用規約（以下、「本規約」といいます）は、株式会社 YKプランニング（以下、「当社」といいます）が提供する bixid 等各種サービス（以下、「当社サービス」といいます）のロゴ

や各種画像データ（以下、「画像データ等」といいます）の利用に関する条件を定めたものです。

画像データ等の利用を希望される方（以下、「利用者」といいます）は、本規約の内容をご理解いただき、本規約の同意および当社所定のガイドライン（以下、「ガイドライン」といい、ガイ

ドラインも本規約の一部を構成します）を遵守することを条件に、利用申請をしていただくと画像データ等を無償で利用できます。

第１条 目的
本規約は、利用者が当社サービスの画像データ等を利用することを許諾するための諸条件
を定めることを目的とします。本規約は、当社サービスおよび当社のブランドを守るため
にあります。

第２条 権利帰属
画像データ等に関する一切の権利（著作権、商標権等の知的財産権を含みますが、これら
に限りません）は、すべて当社に帰属します。

第３条 本規約への同意
１. 利用者は、本規約に同意することを条件に、画像データ等を利用することができます。
利用者は、利用申請フォームに必要事項を入力し、当社に画像データ等の利用申請を送信
することにより、本規約に同意したものとみなされます。
２. 利用者は、前項の利用申請フォームに入力した事項に変更が生じた場合には、速やか
に当社に通知するものとします。

第９条 利用者の責任
１. 当社は、利用者が本規約またはガイドラインに違反して画像データ等を利用している
と認めた場合、または当社裁量で必要と判断した場合、画像データ等の利用停止、その他
当社が必要かつ適切と判断する措置を講じることができ、利用者はそれに応じるものとし
ます。
２. 当社は、利用者に画像データ等の利用停止または修正を求めた際に生じる一切の費用
を負担いたしません。利用者はこれを許諾するものとします。
３. 利用者は、画像データ等を利用したことに起因して、損害賠償等の請求を受けた場合、
または受ける恐れがある場合には、当社に対していかなる不利益も与えることなく、直接、
相手方とこれを解決するものとします。
４. 利用者は、画像データ等を利用したことに起因して、当社が何らかの損害（損害の対
応にかかった費用を含みます）を被った場合、当社の請求に従ってこれを補償するものと
します。第４条 利用許諾

当社は、利用者に対し、本規約に定める事項を遵守する限り、画像データ等の日本におけ
る利用を無償で許諾します。当該許諾については、非独占的、譲渡不可かつ第三者への再
許諾不可とします。

第５条 利用目的
以下の場合に限り、画像データ等を利用することができます。
１. 利用者が当社および当社サービスの紹介、または当社サービスに関連する販売促進・
営業を目的として利用する場合
２. 当社との提携または企画等において、当社の許諾を得た上で画像データ等を利用する
場合

第６条 利用条件
利用者は、画像データ等を利用する場合、以下の利用条件にしたがうものとします。
１. 本規約にしたがった利用であること
２. 当社および当社サービスに関して、信用・信頼・イメージを毀損することのないよう
留意した利用であること

第７条 商標の表示義務
利用者は、当社の商標または登録商標については、当社の指定にしたがって表示するもの
とします。

第８条 禁止事項
画像データ等の利用にあたり、以下の行為を禁止するものとします。
１. 画像データ等を変形・加工・改変等すること
２. 画像データ等を第三者に提供すること
３. 画像データ等を他社の商品名、サービス名、ロゴ等の一部として利用したり、他社の
商品名、サービス名、ロゴ等と区別できないほど近接させること
４. 当社または当社サービスの誹謗中傷またはその評判を貶めるような目的や方法で画像
データ等を利用すること
５. 当社との何らかのパートナーシップ、あるいは当社による承認、後援、推奨、その他
何らかの関連性を示唆するような目的や方法で画像データ等を利用すること
６. 以下の媒体等で画像データ等を利用すること
　・違法、反社会的勢力に関連する内容、わいせつ又は公序良俗に反する表現を含む外部

媒体

　・当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー
権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する外部媒体
７. その他、当社の裁量において不適切と判断する方法で利用すること

第１０条 免責
当社は、画像データ等に事実上または法律上の不適合性（安全性、信頼性、正確性、完全性、
有効性、特定の目的への適合性、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示
的にも保証しません。当社は、当該不適合性を除去して画像データ等を提供する義務を負い
ません。また、利用者に生ずる損害賠償その他一切の責任につき、その理由または原因のい
かんに関わらず、当社は免責されるものとします。

第１１条 本規約の変更
１. 当社が必要と判断する場合、事前に通知することなく、いつでも本規約を変更するこ
とができます。
２. 変更後の本規約は、当社が利用者に対し変更の通知をし、利用者が変更に同意した場合、
その時点で効力を生じるものとします。
３. 前項の通知後１週間以内に利用者が第４条に定める利用許諾を解約しない場合、又は、
利用者が第３条第２項に規定する通知義務を怠ることで当社が本条第２項の通知をするこ
とができない場合、利用者は当該変更に同意したものとみなします。

第１２条 利用中止の措置
利用者が本規約に違反した場合、当社は直ちに画像データ等の利用許諾を終結させること
ができます。この場合、利用者は、直ちに画像データ等の利用を中止し、画像データ等を
利用した画像・文章等の一切につき、掲載等を停止し、画像データ等およびそのすべての
複製物等を破棄または消去し、また、当社の指示に従うものとします。

第１３条 管轄・準拠法
本規約および画像データ等の利用許諾に関する法律関係は、日本法に準拠し、日本法に従っ
て解釈されるものとします。画像データ等に起因し又は関連して当社と利用者との間で生
じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。




