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● 注意事項
● このマニュアルはGSブランドのブランドデザインの基
本的な考え方と、その具体的な展開方法を示した重要な
戦略書でもあります。
その意図、記載内容を正しく理解し、有効に活用するとと
もに管理には十分注意してください。なお、このマニュア
ルの性格上、関係者以外への配布・貸出しや複写は行
わないでください。
● このマニュアルに記載されているブランド・ロゴマーク等
は、規定内容の説明のために用いているもので、印刷原
稿などの材料とすることはできません。再現の際には必ず
本マニュアルで指定しているデータを使用してください。
● このマニュアルに示された規定内容は2014年10月よ
り施行します。今後、マニュアル内容の追加、修正が行
われた際には、指示にしたがってすみやかにその挿入、差
替の作業を行ってください。
● 使用にあたって、規定の範囲を超える問題が生じた場
合や不明な点がある場合には、下記にご照会ください。

● 注意事项
● 本手册也是表示GS品牌的品牌设计的基本思
路及其具体展开方法的重要战略文件
请正确理解其意图、记载内容后将其有效运用，
同时还应充分注意管理。另外，由于本手册的性
质原因，切勿向无关人员分发、出借以及复印。
● 本手册中记载的品牌标志等仅是用来说明规定
内容的，不能作为印刷原稿等。请务必使用指定
的数据。
● 本手册中记载的规定内容将从2014年10月开
始执行。今后对手册内容进行追加、修正时，请
按照指示及时地实施插入、替换的作业。
● 使用中，发生超出规定范围的问题时或出现疑
问时，请通过以下方式进行咨询。

● Precautions
● This manual contains important strategic information 
regarding the basic principles of the design system for the GS 
brand, and shows its specific expansion procedures.
Correctly understand its intent and the content described, 
utilize it effectively, and make sure that it is properly managed. 
Note that given the nature of this manual, duplication as well 
as distribution or loan to unauthorized persons is prohibited. 
● The brand logos contained in this manual are utilized in 
order to explain the rules. They cannot be used as printing 
manuscripts or other materials. When creating reproductions, 
be sure to use the data specified in this manual. 
● The rules described in this manual are in effect from October 
2014. If additions or amendments are subsequently made to 
the content of this manual, make the designated insertions or 
replacements promptly according to the instructions. 
● When using this manual, if issues occur that are beyond the 
scope of the rules, or if any points are unclear, contact the 
address below.

Inquiries: Public Relations & Investor Relations Office,
International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.

問合先：株式会社 GSユアサ
広報・IR室、国際事業部

Combinations of Brand Logos and 
Company Name Logotypes (English Text)

Automotive Lead-Acid 
Storage Batteries (Individual Packing Boxes)

Motorcycle Lead-Acid 
Storage Batteries (Individual Packing Boxes)

咨询处：株式会社 杰士汤浅国际
公关·IR室、国际事业部

ブランド・ロゴマーク、
プロダクトロゴマークの表示色
ブランド・ロゴマーク、
プロダクトロゴマークの背景



2004年4月、日本電池（株）と（株）ユアサ コーポレー
ションは経営統合しました。海外においては、現在も
『GSブランド』を使用しております。1988年の初刊
発行以来、CIマニュアルは更新しておりませんでし
た。今回、本マニュアルを再認識頂くために、初刊の
内容に英語と中国語を追記し制作致しました。
今後、GSブランドを使用される場合は、本マニュアル
を遵守してください。

● ブランドデザインマニュアルの意義と目的
情報化社会の現代では、視覚表現が基本となるブラ
ンドデザインマニュアルがブランドの理念や姿勢を社
会へ伝達し、ブランドイメージを形成する重要な役割
を果たします。
ブランドデザインマニュアルは、莫大な量のデザイン
アイテムをひとつのデザインポリシーによって統合し、
どのアイテムからも一定のブランドイメージが伝わるよ
う、また、それぞれが相乗効果を発揮するよう定められ
たデザイン展開のシステムです。
このマニュアルは、企業のデザイン活動のすべてが
統一的に表現されるよう、ブランド・ロゴマーク、ブラン
ド・カラー、社名ロゴタイプなどデザインの基本的な要
素の使用方法を規定したものです。

2004年4月，日本电池株式会社与汤浅株式会社
已经进行了经营统合。在海外，现在也正使用着

“GS品牌”。自1988年的首版发行以来，CI手册
还尚未更新过。此次，为了重新认识本手册，在首
版的内容上追加了英文和中文进行了制作。
今后在使用GS品牌时，请遵守本手册之规定。

● 品牌设计手册的意义和目的 
在现代的信息化社会，以视觉表现为基础的品牌
设计手册将会起到把品牌的理念和姿态传达给社
会，并形成品牌形象的重要作用。
品牌设计手册是一种设计展开的系统，按照其规
定可通过一个设计政策统合大量的设计项目，不
管是哪个项目都能传递固定的品牌形象，此外还
能够发挥相乘效果。
本手册为了统一地表现企业的所有设计活动，规
定了品牌标志、品牌颜色、公司名称文字等设计
的基本要素的使用方法。

Japan Storage Battery Co.,  Ltd.  and Yuasa 
Corporation merged in April 2004. Outside of Japan, 
the GS brand is currently in use. The CI manual has 
not been revised since its initial publication in 1988. 
Now, this manual has been released with English 
and Chinese text appended to the content initially 
published so that it can be seen in a new light. 
Please comply with this manual when the GS brand 
is subsequently used.

● Significance and Objective of the Brand Design 
Manual
In this era of the information society, the Brand 
Design Manual, based fundamentally on visual 
presentation, conveys our brand philosophy and 
attitude to society, and plays an important role in 
forming our brand image.
The Brand Design Manual is a design deployment 
system prescribed to integrate a vast quantity of 
design items through a single design policy. It 
ensures that a consistent brand image is conveyed 
whatever the item, and that the respective items 
demonstrate a synergistic effect.
This manual prescribes the usage of basic elements 
of design such as brand logos, brand colors, and 
company name logotypes, to ensure that a l l  
co rpo ra te  des ign  ac t i v i t i es  a re  p resen ted  
consistently.

GSブランドデザインマニュアルの
発刊にあたって

Issuance of 
the GS Brand Design Manual

出版GS品牌设计手册时

Using the Manual 使用手册时マニュアルの使用にあたって

株式会社 ＧＳユアサ
　広報・ＩＲ室、国際事業部

２０１４年10月 October.2014

株式会社杰士汤浅国际
公关·IR室、国际事业部

2014年10月

はじめに ／ Introduction ／ 前言 2014G-01-01

日本電池（株）は1895年創立者島津源蔵が、わが
国で初めて蓄電池の製造に成功したことに始まり、
1917年、日本最初の蓄電池メーカーとして設立され
ました。以来GENZO SHIMADZUのイニシアルを
とった「GS」ブランドは、その高い品質と性能の証しと
して、日本はもとより、広く世界の人々に愛されてまい
りました。この間、当社の事業も電池にとどまらず、整
流器、電源装置、エレクトロニクス関連機器、照明機
器および光応用機器などへ拡大してまいりました。
さて、近年の企業環境の変化はまことに激しく、国際
化の波や日進月歩の技術革新は、わが国産業構造
の変容を迫り、企業は大きな変革を求められておりま
す。当社はこの時代の波をのりこえ、21世紀へ向
かって新たな発展をとげるために、1987年9月、会社
創立70周年事業としてCI（コーポレート・アイデンティ
ティ）計画をスタートさせ、その根幹となる企業理念
と、理想の象徴であるコーポレート・ロゴマークを新た
に制定いたしました。私たちはこの新しい理念、コー
ポレート・ロゴマークのもとに全社員の意志を結集し、
時代とともに発展する企業をめざします。
今後とも関係各位の一層のご支援をよろしくお願い
いたします。

日本电池是于1895年由岛津源藏创立的，自从
在日本率先成功制造了蓄电池后，又于1917年
作为日本首家蓄电池生产商得以设立。此后取
GENZO SHIMADZU的 首 字 母 形 成 了“GS”品
牌，其作为其高质量和性能的保证，不仅是日本，
还得到了全球用户的广泛喜爱。在此期间，本公
司的业务也不仅限于电池，还扩大到了整流器、
电源装置、电子相关设备、照明设备以及光应用
设备等领域。
另外，近年来企业环境的变化愈发激烈，国际化
的浪潮和日新月异的技术革新也迫使日本的工业
结构发生变化，因此要求企业进行更大的变革。
本公司以这波时代浪潮为契机，为了面向21世纪
完成新的发展，于1987年9月，作为公司创立70
周年的事业，启动了CI（企业识别）计划，新制作
了公司标志，将其作为公司基础的企业理念和理
想的象征。我们在这个新理念、公司标志的基础
上汇聚了所有公司员工的意志，力图成为与时共
进的企业。
今后还请相关各位进一步给予支援。

The history of Japan Storage Battery Co., Ltd. began 
when Genzo Shimadzu, the founder, successful ly 
manufactured storage batteries for the first time in Japan 
in 1895. The company was then established in 1917 as 
Japan's first storage battery manufacturer. Since then the 
GS brand, representing the initials of Genzo Shimadzu, 
has been esteemed not only in Japan but throughout the 
world as a token of high quality and performance. Over 
the years, our businesses have not stopped at batteries, 
but have expanded into rectifiers, power supplies, 
electronics related equipment, lighting equipment, and 
equipment for optical applications.
 
In recent years, there have been truly profound changes to 
our business environment, as waves of internationalization 
and steady progress in technological innovation have 
compelled changes to Japan's industrial structure, 
requiring significant business changes. To ensure that our 
company is on board with the spirit of this era and 
accomplishes new growth with an eye to the 21st century, 
Corporate Identity (CI) plans were started in September 
1987, as a project marking our 70th anniversary. In 
addition, the corporate vision at its core and our corporate 
logo,  the symbol  of  our  idea ls ,  were both newly 
established. Our goal is to focus the determination of all 
our employees based on the new phi losophy and 
corporate logo, as a company that grows with the times. 
In this context, we ask for your continued support.

CIデザイン・システムの発刊にあたって Issuance of the CI Design System 出版CI设计系统时

（旧）日本電池株式会社　取締役社長
寿栄松憲昭

1988年6月

Former President of Japan Storage Battery Co., Ltd.

Noriaki Suematsu

June 1988

原日本电池株式会社　总裁

寿荣松宪昭

1988年6月

Public Relations & Investor Relations Office,
International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.



2014G-02-01ブランド・ロゴマークの説明 ／ Description of Brand Logos ／ 品牌标志的说明

ブランド・ロゴマークは企業全体を象徴するシンボル
です。
①商標としての商品の出所表示、品質保証などとし
て機能します。
②シンボル・マークとブランド・ロゴタイプによって構
成される結合商標であり、切り離してシンボル・
マークを単独で使用することはできません。
③「GS」は製品の意匠面に使用する場合は単独使
用ができます。

④商品名に冠して使用することはできません。
⑤シンボル・マークとブランド・ロゴタイプの組合せは
基本形の他に2タイプのバリエーションを設定して
いますが、特別な場合を除き、原則としてこの基本
形で表示してください。

ブランド・ロゴマークは、地球と宇宙を連想させることによってグローバルな企業のイメージ
を、原子や電子の輪を連想させることによって、エネルギー、エレクトロニクスのイメージを表
現し、また、人と人の輪、社会との調和とコミュニケーションを重視する企業の姿勢を明らか
にするとともに、殻を破って新しい価値を生み出す創造性を表しています。また、弧を傾斜さ
せたことにより、上方向へ発展、成長し続けるダイナミックスと、目標に挑戦する意欲を示し
ています。さらに、フォルム全体はブランドネーム「GS」の2文字を形象しています。
ブランド・カラーのブルーは、知的で創造性にあふれる社風、事業の柱である電池のクリー
ンなエネルギー、および深海から宇宙までの事業領域のイメージを表現しています。

In the brand logo, our global corporate image is represented by suggesting the earth and outer 
space, while the image of energy and electronics is represented by suggesting an atom with an 
orbiting electron. In addition, it clarifies our position as a company focused on communication 
and harmony with society and interpersonal relationships, while representing our creativity in 
breaking the mold to develop new value. In addition, placing the arc on an incline shows our 
desire to strive for our goals, developing upwards with a dynamic of continuous growth. 
Furthermore, the form as a whole is in the shape of the two letters "GS." 
Blue, the brand color, represents our corporate culture, which is intellectual and brimming with 
creativity. It also represents the clean energy of batteries, our core business, as well as the 
scope of our business, which stretches from the deep seas to outer space.

品牌标志通过让人联想到地球和宇宙，表现出全球性的企业形象，同时通过让人联
想到原子和电子的环，表现出能源、电子的形象，此外还明确了企业重视人与人的
关系、与社会的和谐及沟通的姿态，表现了突破障碍开创新价值的创造性。此外，通
过形成倾斜的弧线，表示出向上发展并持续成长的动力、以及挑战目标的决心。并
且，整体形态形象地表现为品牌名“GS”这2个文字。
品牌颜色为蓝色，表现了充满智慧和创造性的公司风气、作为企业支柱的清洁能源
的电池以及从深海到宇宙的事业领域的形象。

品牌标志是象征企业整体的标志。
①作为商标，可起到表示商品产地、质量保证等

的作用。
②这是由标志记号和品牌名称文字构成的结合商

标，不能分开单独使用标志记号。
③在用于产品的设计方面时，“GS”可单独使用。
④使用时不能冠于商品名称前。
⑤除了基本型以外，标志符号与品牌名称文字的

组合还设定了2种类型的变化。但是，除了特殊
情况以外，原则上应使用该基本型来表示。

A brand logo is the symbol for the company as a 
whole.
(1) As a trademark, it functions to indicate the 

source of products and as quality assurance. 
(2) Combined trademarks are formed from symbol 

marks and brand logotypes, and the symbol 
mark cannot be used independently. 

(3) "GS" can be used independently if used on the 
design surface of a product. 

(4) It cannot be used to cap a brand name. 
(5) Two types of variations have been established in 

addition to the basic format for symbol mark and 
brand logotype combinations. In principle 
however, use this basic type except in special 
cases.

A. ブランド・ロゴマーク1（基本形）
 Brand Logo 1 (Basic Type)

 品牌标志1（基本形）

B. ブランド・ロゴマーク2
 Brand Logo 2

 品牌标志2

C. ブランド・ロゴタイプ1
 Brand Logotype 1

 品牌名称文字1

D. ブランド・ロゴタイプ2
 Brand Logotype 2

 品牌名称文字2



2014G-02-02ブランド・ロゴマーク1 ／ Brand Logo 1 ／ 品牌标志1

ブランド・ロゴマーク1について以下に説明します。
ブランド・ロゴマーク1が基本形です。原則としてこの
ロゴマークを使用してください。

关于品牌标志1，进行如下说明。
品牌标志1为基本形。原则上请使用该标志。

The following describes Brand Logo 1. Brand Logo 
1 is the basic type. In principle, use this logo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A. ブランド・ロゴマーク1（基本形）
 Brand Logo 1 (Basic Type)

品牌标志1（基本形）

B. ポジティブ表示（単色）
 Positive Display (Monochrome)

 阳文显示（单色）

C. ネガティブ表示
 Negative Display

 阴文显示

1／4 A 1／4 A

1／4 A

A

1／4 A

D. アイソレーションエリア
 Isolation Area

 隔离区

ブランド・ロゴタイプ
Brand Logotype
品牌名称文字

シンボル・マーク
Symbol Mark

标志记号

ブランド・ロゴマーク
Brand Logo
品牌标志

隔离（确保余白）是指在品牌标志与其
他表示要素之间应设置充分的空间。

アイソレーション（余白確保）とは、ブラン
ド・ロゴマークと他の表示要素との間に十
分なスペースを設けることです。

Isolation (ensuring margins) is the estab-
lishment of sufficient space between the 
brand logo and other display elements.
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1／4 A 1／4 A

1／4 A

A

1／4 A

ブランド・ロゴマーク2 ／ Brand Logo 2 ／ 品牌标志2

1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ブランド・ロゴマーク2について以下に説明します。
ブランド・ロゴタイプを強調したい場合に使用します。

关于品牌标志2，进行如下说明。
想要强调品牌名称文字时使用。

The following describes Brand Logo 2. Use this 
when emphasizing the brand logotype.

A. ブランド・ロゴマーク2
 Brand Logo 2

 品牌标志2

B. ポジティブ表示（単色）
  Positive Display (Monochrome)

 阳文显示(单色)

C. ネガティブ表示
 Negative Display

 阴文显示

D. アイソレーションエリア
 Isolation Area

 隔离区

ブランド・ロゴタイプ
Brand Logotype
品牌名称文字

シンボル・マーク
Symbol Mark

标志记号

ブランド・ロゴマーク
Brand Logo
品牌标志

隔离（确保余白）是指在公司标志与其
他表示要素之间应设置充分的空间。

アイソレーション（余白確保）とは、コーポ
レート・ロゴマークと他の表示要素との間
に十分なスペースを設けることです。

Isolation (ensuring margins) is the estab-
lishment of sufficient space between the 
corpora te  logo  and o ther  d isp lay  
elements.



ブランド・ロゴタイプ1 ／ Brand Logotype 1 ／ 品牌名称文字1

製品の意匠面には「GS」を単独で使用できます。
一般商品名は指定書体を使用してください。
（2014G-05-01参照）

在用于产品的设计方面时，可单独使用“GS”。
一般商品名称请使用指定字体。

（参照2014G-05-01）

"GS" can be used independently on the design 
surface of products. 
For generic product names, use the specified font. 
(Refer to 2014G-05-01.)

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. ブランド・ロゴタイプ1（基本形）

 Brand Logotype 1 (Basic Type)

 品牌名称文字1(基本形)

B. ポジティブ表示（単色）
 Positive Display (Monochrome)

 阳文显示（单色）

C.ネガティブ表示
 Negative Display

 阴文显示

1／4 A 1／4 A

1／4 A

A

1／4 A

D. アイソレーションエリア
 Isolation Area

 隔离区

ブランド・ロゴタイプ
Brand Logotype
品牌名称文字

2014G-03-01

隔离（确保余白）是指在公司标志与其
他表示要素之间应设置充分的空间。

アイソレーション（余白確保）とは、コーポ
レート・ロゴマークと他の表示要素との間
に十分なスペースを設けることです。

Isolation (ensuring margins) is the estab-
lishment of sufficient space between the 
corpora te  logo  and o ther  d isp lay  
elements.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4

1／4 A 1／4 A

1／4 A

A

1／4 A

ブランド・ロゴタイプ2 ／ Brand Logotype 2 ／ 品牌名称文字2

たて形の看板等に使用できます。 可用于立式招牌等处。"GS" can be used on vertical signboards.

A. ブランド・ロゴタイプ2
 Brand Logotype 2

 品牌名称文字2

B. アイソレーションエリア
 Isolation Area

 隔离区

C.ポジティブ表示（単色）
 Positive Display (Monochrome)

 阳文显示（单色）

D. ネガティブ表示
 Negative Display

 阴文显示

ブランド・ロゴタイプ
Brand Logotype
品牌名称文字

2014G-03-02

隔离（确保余白）是指在公司标志与其他表示要素之间应设置充分的空间。

アイソレーション（余白確保）とは、コーポレート・ロゴマークと他の表示要素との間
に十分なスペースを設けることです。

Isolation (ensuring margins) is the establishment of sufficient space between 
the corporate logo and other display elements.



プロダクト・ロゴタイプ ／ Product Logotype ／ 产品名称文字

製品の意匠面には「GS」を単独で使用できます。
一般商品名は指定書体を使用してください。
（2014G-05-01参照）

在用于产品的设计方面时，可单独使用“GS”。
一般商品名称请使用指定字体。

（参照2014G-05-01）

"GS" can be used independently on the design 
surface of products. 
For generic product names, use the specified font. 
(Refer to 2014G-05-01.)

a

b

ヨコ組
Horizontal combination

横式组合

英文
English text

英文

b  ＝ 1／2 a

a：ブランド・ロゴタイプの天地サイズ
Vertical size of brand logotypes
品牌名称文字的纵向尺寸

b：ブランド・ロゴタイプと商品名の間隔
Interval between the brand logotype and the product name
品牌名称文字与商品名称的间隔

2014G-03-03



以GS蓝色为主色。主色的GS蓝色除了用于品牌标
志以外，还可统一使用于各种媒介物，从而起到传
递企业整体形象的重要作用。请按照规定使用颜色。

GS Blue is the main color. In addition to being 
utilized for the brand logo, GS Blue, the main color, 
serves an important role in conveying the image of 
the company as a whole through its consistent use 
in a variety of media.Use the color as prescribed. 

2014G-04-01ブランド・カラー ／ Brand Colors ／ 品牌颜色

GSブルーをメインカラーとします。メインカラーのGS
ブルーはブランド・ロゴマークに用いるほか、様々な媒
体に一貫して使用することにより、企業全体のイメー
ジを伝える重要な役割を果たします。規定されたとお
りの色を使用してください。

ブランド・カラー
Brand Colors
品牌颜色

メインカラー　GSブルー
Main Color: GS Blue

主色 GS蓝色

CMYKでの色作成 C100％＋M70％
（近似色 DIC 2601　PANTONE 286）

C100% + M70% created with CMYK 

(Similar colors: DIC 2601, PANTONE 286)

CMYK的颜色制作 C100%+M70%
（相似颜色 DIC 2601 PANTONE 286）



2014G-04-02ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴマークの表示色 ／ Display Colors for Brand Logos and Product Logos ／ 品牌标志、产品标志的显示颜色

メインカラー　GSブルー
Main Color: GS Blue

主色 GS蓝色

黒
BLACK

黑色

需要展开到公司纹章或门牌等金属材料上或者为获
得效果而进行印刷等时，品牌标志、产品标志可使用
金、银等色。

SILVER（銀）
SILVER

SILVER（银色）

GOLD（金）
GOLD

GOLD（金色）

Ground: Non-glossy mat 
silver (stainless steel material)
Mark: Mirror finished material, 
covered in gold or silver leaf

Image example)
地：光沢のないマットな銀
（ステンレス素材など）
マーク：鏡面仕上げ加工の
素材、箔押しなど処理。

イメージ例）
底色：没有光泽的银
色（不锈钢材料等）
标志：镜面精加工的
材料、烫金等处理。

形象例）

A. ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴマークの基本表示色
 Basic Display Colors for Brand Logos and Product Logos

 品牌标志、产品标志的基本显示颜色

B. 表示色の例外
 Display Color Exceptions

 显示颜色的例外情况

社章や門標などの金属素材への展開や効果を狙った印
刷などの場合は、ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴ
マークに、金、銀などを使用できます。

Gold and silver can be used for brand logos and 
product logos for deployment on company badges, 
nameplates and other metal materials, and for particular 
printing effects.

在右侧所记情况下，仅限在单色印刷时，可使用A的基
本表示颜色以外的颜色来表示品牌标志、产品标志。

右記の場合には、単色刷りの場合に限り、ブランド・ロゴ
マーク、プロダクト・ロゴマークを、A.の基本表示色以外の
色で表示できます。

In the cases noted at right, brand logos and product 
logos can be displayed in colors other than the basic 
display colors (A), but only for monochromatic printing.

・ 使用する色の制約や規制がある場合（例： 製品、製品個装箱の印刷、帳票）
・ 製品の特性や訴求目的によって基本色以外の色を必要とする場合
＊基本表示色以外の使用は単色刷りの場合に限り認めます。多色刷りの場合は認められません。
   また、識別性が十分得られるように配色してください。

・If there are rules and restrictions on the colors used (Example: products, printing on 
individual packaging boxes, and forms)

・If colors other than basic colors are required due to product characteristics and 
appeal related objectives

Note: The use of colors other than basic display colors is limited to monochromatic 
printing. It is not allowed for polychromatic printing.
Also, use a color scheme that ensures ample distinctiveness.

显示品牌标志、产品标志时，请使用右侧的基本显示
颜色。

ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴマークを表示する際
には、右記の基本表示色を使用してください。

When displaying brand logos and product logos, use 
the basic display colors noted at right.

①

②

· 使用的颜色存在限制或规定时（例：产品、产品单个包装盒的印刷、表单）
· 根据产品的特性或诉求目的，必须使用基本颜色以外的颜色时
＊ 仅限单色印刷时，才允许使用基本显示颜色以外的颜色。多色印刷时禁止使

用。此外，配色时要充分确保识别性。



2014G-04-03ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴマークの背景 ／ Backgrounds for Brand Logos and Product Logos ／ 品牌标志、产品标志的背景

背景色

Background Colors

背景色

表示色

Display Colors

显示颜色

単色（ブルー） カラー（正式） 白

White BlackMonochrome (Blue) Color (Formal)

白色单色（蓝色） 彩色（正式） 黑色

黒

ブランド・ロゴマーク、プロダクト・ロゴマークの背景色
は白を基本とします。背景色を白に出来ない場合、もし
くは効果を狙うために白以外の色を使用する場合は、
基本的には薄いグレーやシルバーといった無彩色を背
景に使用することが望まれます。
シンボル・マークが背景に同化しないよう、十分な識別
性を確保できる背景色を選択して下さい。

品牌标志、产品标志的背景色以白色为基本。背
景色不可为白色时或者为获得效果而要使用白色
以外的颜色时，最好是使用淡灰色或银色等无彩
色作为背景。
请选择能够充分确保识别性的背景色，以免标志
记号与背景发生同化。

Basically, white is the background color for brand 
logos and product logos. If white cannot be used as 
the background color, or another color is used for a 
particular effect, it is basically preferable to use a 
neutral color, either pale gray or si lver. When 
selecting a background color, ensure that the 
symbol mark remains sufficiently distinctive and is 
not assimilated into the background.

白

White

白色

黒

Black

黑色

青

Blue

蓝色

鮮やかな色

Bright colors

鲜艳的颜色

あわい色

Tint

浅色



フォントのガイドライン ／ Font Guidelines ／ 字体指南

1． ヘルベチカ・ライト
Helvetica Light

Helvetica Light

A. 英文指定書体／ヘルベチカファミリー
Specified English Font: Helvetica Family

 英文指定字体/Helvetica字体

规定Helvetica字体为英文指定字体。Helvetica
字体除英文以外，还可用作目录、包装、产品等上
面的型号、符号、编号的书写。

英文指定書体としては、ヘルベチカファミリーが規定
されています。ヘルベチカファミリーは英文のほか、カ
タログ、パッケージ、製品などへの型式・記号・番号の
表記に使用します。 

The Helvetica family is prescribed as the specified 
font for English text. The Helvetica family is used for 
English text, inscriptions of model names, symbols, 
and numbers for catalogs, packages, and products.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz       1234567890

2．ヘルベチカ・レギュラー
Helvetica Regular

Helvetica Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz       1234567890

3．ヘルベチカ・ボールド
Helvetica Bold

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz       1234567890

4．ヘルベチカ・ヘビー
Helvetica Heavy

Helvetica Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz       1234567890

2014G-05-01



a：ブランド・ロゴマークの天地サイズ
 Vertical size of brand logos
品牌标志的纵向尺寸

b：ブランド・ロゴマークと社名ロゴタイプの間隔　
Interval between the brand logo and the company 
name logotype
品牌标志与公司名称文字的间隔

c：社名ロゴタイプの天地サイズ
Vertical size of company name logotypes
公司名称文字的纵向尺寸

ブランド・ロゴマーク、社名ロゴタイプの組合せ〈英文〉 ／ Combinations of Brand Logos and Company Name Logotypes (English Text) ／ 公司标志、公司名称文字的组合＜英文＞

a

b

c

c  ≦  a

b  ≧  c

b  ≧ 1／3 a

A. ヨコ組
 Horizontal Combination

 横式组合

a

b

c

c  ≦  a

b  ≧ 1／4 a

B. タテ組・頭そろえ
 Vertical Combination/Left-Justified

 竖式组合的开头对齐

a

b
c

c  ≦  a

b  ≦ 1／4 a

D.タテ組・中そろえ
     Vertical Combination/Centered

 竖式组合的中间对齐

a

b

左右そろえ
Full-Justified

左右对齐

b  ≧ 1／4 a

C.タテ組・左右そろえ
 Vertical Combination/Full-Justified

 竖式组合的左右对齐

2014G-06-01

● 社名等の書体については、
　本マニュアル2014G‐05‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 in this manual for the font 
　for company names. 

● 关于公司名称等的字体，
　请遵守本手册2014G-05-01之规定。

●  GS Blue or black can be used for brand logos. ● 品牌标志可使用GS蓝色或黑色。● ブランド・ロゴマークには
　GSブルーまたは黒が使用できます。



ブランド・ロゴマーク、社名ロゴタイプ、住所などの組合せ〈英文〉 ／ Combinations of Brand Logos, Company Name Logotypes, and Addresses (English Text) ／ 品牌标志、公司名称文字、地址等的组合＜英文＞

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone :□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□
URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

A. 社名に頭そろえ
 Left-Justified with the Company Name

 与公司名称开头对齐

● GS Blue or black can be used for brand logos. ● 品牌标志可使用GS蓝色或黑色。

● Refer to 2014G-05-01 in this manual for the font 
　for company names, addresses, etc. 

● 关于公司名称等的字体，
　请遵守本手册2014G-05-01之规定。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone :□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□
URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

B. ブランド・ロゴマークに頭そろえ
 Left-Justified with the Brand Logo

与品牌标志开头对齐

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone :□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□
URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

C.ブランド・ロゴマークと社名に頭そろえ
 Left-Justified with the Brand Logo 
 and Company Name

 与品牌标志和公司名称开头对齐

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone :□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□

URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

D.社名左右そろえ
    住所など中そろえ

 Company Name: Full-Justified
 Address: Centered

 公司名称左右对齐
 地址等中间对齐

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone:□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□

URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

E.中そろえ
 Centered

 中间对齐

2014G-06-02

● 社名等の書体については、
　本マニュアル2014G‐05‐01に従ってください。

● ブランド・ロゴマークには
　GSブルーまたは黒が使用できます。



使用禁止例1 ／ Unacceptable Use: Example 1 ／ 禁用例1

A. ブランド・ロゴマークの使用禁止例
 Examples of the Unacceptable
 Use of Brand Logos

 品牌标志的禁用例

2014G-07-01

シンボル・マーク単独で使用してはならない。
Do not use symbol marks independently.

标志符号不可单独使用。

シンボル・マーク単独で社名などと組合せてはならない。

Do not combine independent symbol marks 

with company names

标志符号不可单独与公司名称等组合。

① ②

変形してはならない。
Do not modify them.

不可变形。

アウトラインで表示してはならない。
Do not show them in outline.

不可使用轮廓。

③ ④

商品名と組合せてはならない。
Do not combine them with brand names.

不可与商品名称进行组合。

シンボル・マークを部分使用したり、変形させてはならない。
また、ブランド・ロゴマークを連想させるデザインとして
使用してはならない。
Do not modify or make partial use of the symbol mark. 
Also, do not use it as a design suggesting the brand logo.

不可部分地使用标志记号或使其发生变形。
此外，不可用作会让人联想到品牌标志的设计。

⑦ ⑧

シンボル・マークにグラデーションをかけて、
ブランド・ロゴマークを変形させてはならない。
Do not modify a brand logo by applying a 
gradation to the symbol mark.

不可改变标志记号的浓淡，使品牌标志发生变形。

ブランド・ロゴマークに影を付けて、変形させてはならない。
Do not modify the brand logo by applying shading.

不可对品牌标志加上阴影，使其发生变形。

⑨ ⑩

シンボル・マークやブランド・ロゴタイプを縁取りしたり、立体化させてブランド・ロゴマークを変形させてはならない。
Do not modify the brand logo by adding a border to the symbol mark or brand logotype, or by creating a 3D effect.

不可对标志记号或品牌名称文字进行边饰或立体化，使品牌标志发生变形。

⑪

ブランドロゴマークに他のデザインを重ねてはならない。
アイソレーションエリアを確保しなければならない。
Do not overlap the brand logo with other designs. 
The isolation area must be ensured.

不可在品牌标志上加上其他设计。
必须确保隔离区。

ブランド・ロゴマークを背景として使用してはならない。
（ただし、複写防止などの特殊用途については
特別承認する場合がある）
Do not use the brand logo as a background. 
(Special approval may be granted for particular uses 
such as to prevent duplication.)

不可将品牌标志用作背景。
（但是，在防止复印等特殊用途时，有时会特别允许）

⑫ ⑬

組合せの間隔およびバランスをくずしてはならない。

Do not compromise the interval or 
balance of combinations.

不可破坏组合的间隔及平衡。

規程余白内に文字や図を入れてはならない。

Do not insert characters or figures within 
the prescribed margins.

规程留白内不可加入文字或图像。

⑤ ⑥



使用禁止例2 ／ Unacceptable Use: Example 2 ／ 禁用例2 2014G-07-02

This does not apply if each letter is displayed 
in a separate existing space (signboards, etc.).

按照已有的间隔将每个字分开显示时可例外。（招牌等）

組合せの間隔およびバランスをくずしてはならない。

Do not compromise the interval or balance of 
combinations.

不可破坏组合的间隔及平衡。

社名ロゴタイプと組合せてはならない。

Do not combine them with company name logotypes.

不可与公司名称文字进行组合。

文章中にブランド・ロゴタイプを使用してはならない。
（文章で使用の書体に合わせること）

Do not use brand logotypes within a sentence. 
("GS" must be matched to the font used for the sentence.)

文章中不可使用品牌名称文字。（应符合文章中使用的字体）

変形してはならない。
Do not modify them.

不可变形。

C. ブランド・ロゴタイプの使用禁止例
 Examples of Unacceptable 
 Use of Brand Logotypes

 品牌名称文字的禁用例

① ②

③ ④

ブランド・ロゴタイプの天地サイズと商品名の天地サイズは
等しくなければならない。

The vertical size of the brand logotype and 
the product name must be the same.

品牌名称文字的纵向尺寸与商品名称的纵向尺寸必须相等。

組合せの間隔およびバランスをくずしてはならない。

Do not compromise the interval or 
balance of combinations.

不可破坏组合的间隔及平衡。

ブランド・ロゴタイプを個別商品ブランドに冠して
使用してはならない。

Do not use brand logotypes to cap individual 
product brands.

使用品牌名称文字时，不可将其冠于个别商品品牌前。

１字１字が分離された既存のスペースに表示する場合は
例外とします。（看板等）

⑤ ⑥

⑦ （例外）
Exception
例外

多色刷の場合、シンボル・マークに
ブランド・カラー以外の色を使用してはならない。
For polychromatic printing, use only the brand colors 
for symbol marks.

多色印刷时，不可将品牌颜色以外的颜色用于标志符号。

B. ブランド・カラーの使用禁止例
 Examples of the Unacceptable
 Use of Brand Colors

 品牌颜色的禁用例

①

白ヌキをシンボルマークまたはブランド・ロゴタイプの
一方のみに使用してはならない。
Do not use outline characters for only the symbol mark 
or the brand logotype.

仅可将反白用于标志符号或者品牌名称文字中的一种。

③

写真や柄のある背景の上に、ブランド・ロゴマークを
使用してはならない。
Do not place brand logos on photographs 
or patterned backgrounds.

不可在照片或有图案的背景上使用品牌标志。

④

シンボル・カラーのイメージを損なう背景色の上に
ブランド・ロゴマークを表示してはならない。
Do not display brand logos against a background 
color that would harm the image of the symbol colors.

不可在会损害标志颜色的形象的背景色上显示品牌标志。

②
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封筒 ・ カタログ ／ Envelopes and Catalogs ／ 信封、目录

表　面
Front

表   面

裏　面
Back

背   面

65
15

10
13
2 1.2㎜ケイ

〈ブランド・ロゴマーク〉
〈Brand logo〉
〈品牌标志〉

7

6

20

80

10
145

10

4
4
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1-7-13  Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo, 105-0011, Japan
Phone   ■■■■■■■■■■■■
Fax       ■■■■■■■■■■■■
URL      ■■■■■■■■■■■■■■

AIR MAIL

A. エアメイル封筒例
 Airmail Envelopes, 105×235mm

 航空邮件信封 105×235mm

B. カタログ
  Catalogs

 目录

2014G-08-01

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phone :□□□□□□□□□□□□     Fax:□□□□□□□□□□□□
URL:□□□□□□□□     Email:□□□□□□□□□□□

● これは推奨デザインのため、作成時は各国の
　封筒の仕様に合わせてください。

● This is the recommended design, so when 
　creating envelopes, adjust it to the specifications 
　for envelopes in each country.

● 本设计为推荐样式，制作时请根据各国的
　信封规格进行相应调整。

● In terms of fonts for company names, addresses,
　etc., refer to 2014G-05-01 in this manual, 
　and then create the text in accordance 
　with the following design.

● 请参照本手册2014G-05-01之规定，
　按照以下设计制作公司名称等的字体。

● 社名等の書体については、
　本マニュアル2014G‐05‐01を参照の上、
　以下のデザインに従って作成してください。



社旗 ／ Company Flags ／ 公司旗帜

準社旗はブランド・カラー強調タイプで、主として屋外
用、PR用に使用します。

准公司旗帜为品牌颜色的强调型，主要用于室外
和PR用途。

Modified company flags emphasize the brand color, 
and are mainly used outside, and for promotional 
activities.

1000

667166.5 166.5

667 400.2

133.4

133.4

A. 正規社旗
 Normal Company Flags

 正规公司旗帜

B. 準社旗
 Modified Company Flags

 准公司旗帜

2014G-08-02

サイズ

仕様

カラー

667×1000mm

布地の材質は現行に準ずる

GSブルー、黒

Size

Specifications

Color

667 x 1000 mm

Use the same material at current cloth. 

GS Blue and black

尺寸

规格

颜色

667 x 1000 mm

织物的材质依据现行标准

GS蓝色、黑色



自動車用鉛蓄電池（電池） ／ Automotive Lead-Acid Storage Batteries (Batteries) ／ 汽车用铅酸蓄电池（电池）

LOWER LEVEL

UPPER LEVEL

MADE IN XXXXX
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LOWER LEVEL

UPPER LEVEL

MADE IN XXXXX
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A. 良い例
Correct Example

正确例

B. 悪い例
 Incorrect Example

 错误例

2014G-09-01

● 良い例を見本にアイソレーション規定に従ってください。

● 社名等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05‐01、2014G‐06‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 and 2014G-06-01 
　in this manual for the font for campany names.

● 关于公司名称等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01、2014G-06-01之规定。

アイソレーションエリアが確保されていない（①は2014G-02-02、②は2014G-03-01参照）
The isolation area is not ensured. (For (1), refer to 2014G-02-02. For (2), refer to 2014G-03-01.)

未确保隔离区（①参照2014G-02-02，②参照2014G-03-01）

①

②

自動車用鉛蓄電池（電池）
Automotive Lead-Acid Storage Batteries (Batteries)

汽车用铅酸蓄电池（电池）

● Follow the isolation rules demonstrated in the 
　correct example.

● 请以正确例为样本，按照隔离规定进行操作。

「①危険性／警告／取扱表示 ②リサイクルマーク類 ③原産地表示 ④社名」等の表示については、各国の法規制等に従ってください。
(1) For danger/warning/handling instructions; (2) recycling marks; (3) country of origin; and (4) company names and other indicators, follow the relevant national laws and regulations.

显示①危险性/警告/使用标志②循环利用符号类③原产地表示④公司名称等时，请遵守各国的法律法规等。



B. 悪い例
 Incorrect Example

 错误例

自動車用鉛蓄電池（個装箱） ／ Automotive Lead-Acid Storage Batteries (Individual Packing Boxes) ／ 汽车用铅酸蓄电池（个别包装箱）

「①危険性／警告／取扱表示 ②リサイクルマーク類 ③原産地表示 ④社名」等の表示については、各国の法規制等に従ってください。
(1) For danger/warning/handling instructions; (2) recycling marks; (3) country of origin; and (4) company names and other indicators, follow the relevant national laws and regulations.

显示①危险性/警告/使用标志②循环利用符号类③原产地表示④公司名称等时，请遵守各国的法律法规等。

ABC123
(N50)

12V 50AH(20HR)
ABC123

(N50)
12V 50AH(20HR)

ABC123
(N50)

12V 50AH(20HR)

ABC123

(N50)

12V 50AH(20HR)

MADE IN XXXXX

XXXXXXX Co.,Ltd.

MADE IN XXXXX

MADE IN XXXXX

ABC123
(N50)

12V 50AH(20HR)
ABC123

(N50)
12V 50AH(20HR)

ABC123
(N50)

12V 50AH(20HR)

ABC123

(N50)

12V 50AH(20HR)

MADE IN XXXXX

XXXXXXX Co.,Ltd.

MADE IN XXXXX

MADE IN XXXXX

2014G-09-02

アイソレーションエリアが確保されていない（①は2014G-02-02、②は2014G-03-01参照）
The isolation area is not ensured. (For (1), refer to 2014G-02-02. For (2), refer to 2014G-03-01.)

未确保隔离区（①参照2014G-02-02，②参照2014G-03-01）

①

②

A. 良い例
Correct Example

正确例

● 良い例を見本にアイソレーション規定に従ってください。 ● Follow the isolation rules demonstrated in the 
　correct example.

● 请以正确例为样本，按照隔离规定进行操作。

自動車用鉛蓄電池（個装箱）
Automotive Lead-Acid Storage Batteries (Individual Packing Boxes)

汽车用铅酸蓄电池（个别包装箱）

● 社名等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05‐01、2014G‐06‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 and 2014G-06-01 in this manual 
　for the font for campany names, addresses, etc.

● 关于公司名称等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01、2014G-06-01之规定。



二輪車用鉛蓄電池（電池） ／ Motorcycle Lead-Acid Storage Batteries (Batteries)／ 摩托车用铅酸蓄电池（电池）

Pb Pb PP
SAE

＞　　　　　　＜
PP

MADE IN XXXXX

CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

9.1 Ah（20HR）/ 190 CCA

Standard
Normal
Quick
Xxxxxx

:0.9A×5～10（h）

:4.5A×1（h）

  NON SPILLABLE
ELECTROLYTE FILLED       

MF

ABC123
12V 8.6Ah（10HR）

Pb Pb PP
SAE

＞　　　　　　＜
PP

MADE IN XXXXX

CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

9.1 Ah（20HR）/ 190 CCA

Standard
Normal
Quick
Xxxxxx

:0.9A×5～10（h）

:4.5A×1（h）

  NON SPILLABLE
ELECTROLYTE FILLED       

MF

ABC123
12V 8.6Ah（10HR）

2014G-09-03

B. 悪い例
 Incorrect Example

 错误例

アイソレーションエリアが確保されていない（2014G-03-01参照）
The isolation area is not ensured. (Refer to 2014G-03-01.) 

未确保隔离区（参照2014G-03-01）

A. 良い例
Correct Example

正确例

● 良い例を見本にアイソレーション規定に従ってください。

二輪車用鉛蓄電池（電池）
Motorcycle Lead-Acid Storage Batteries (Batteries)

摩托车用铅酸蓄电池（电池）

「①危険性／警告／取扱表示 ②リサイクルマーク類 ③原産地表示 ④社名」等の表示については、各国の法規制等に従ってください。
(1) For danger/warning/handling instructions; (2) recycling marks; (3) country of origin; and (4) company names and other indicators, follow the relevant national laws and regulations.

显示①危险性/警告/使用标志②循环利用符号类③原产地表示④公司名称等时，请遵守各国的法律法规等。

● Follow the isolation rules demonstrated in the 
　correct example.

● 请以正确例为样本，按照隔离规定进行操作。

● 社名等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05‐01、2014G‐06‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 and 2014G-06-01 in this manual 
　for the font for campany names, addresses, etc.

● 关于公司名称等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01、2014G-06-01之规定。



www.xxxxxxxxxxxwww.xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

www.xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

www.xxxxxxxxxxx

www.xxxxxxxxxxx

MADE IN XXXXX

12V・8.6 Capacity Ah (10hr)

・9.1 Capacity Ah (20hr)

ABC123

12V・8.6 Capacity Ah (10hr)

・9.1 Capacity Ah (20hr)

ABC123

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B. 悪い例
 Incorrect Example

 错误例

二輪車用鉛蓄電池（個装箱） ／ Motorcycle Lead-Acid Storage Batteries (Individual Packing Boxes) ／ 摩托车用铅酸蓄电池（个别包装箱）

「①危険性／警告／取扱表示②リサイクルマーク類③原産地表示④社名」等の表示については、各国の法規制等に従ってください。
(1) For danger/warning/handling instructions; (2) recycling marks; (3) country of origin; and (4) company names and other indicators, follow the relevant national laws and regulations.

显示①危险性/警告/使用标志②循环利用符号类③原产地表示④公司名称等时，请遵守各国的法律法规等。

2014G-09-04

www.xxxxxxxxxxxwww.xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

www.xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

www.xxxxxxxxxxx

www.xxxxxxxxxxx

MADE IN XXXXX

12V・8.6 Capacity Ah (10hr)

・9.1 Capacity Ah (20hr)

ABC123

12V・8.6 Capacity Ah (10hr)

・9.1 Capacity Ah (20hr)

ABC123

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

アイソレーションエリアが確保されていない（2014G-02-02参照）
The isolation area is not ensured. (Refer to 2014G-02-02.)  

未确保隔离区（参照2014G-02-02）

A. 良い例
Correct Example

正确例

● 良い例を見本にアイソレーション規定に従ってください。

二輪車用鉛蓄電池（個装箱）
Motorcycle Lead-Acid Storage Batteries (Individual Packing Boxes)

摩托车用铅酸蓄电池（个别包装箱）

● Follow the isolation rules demonstrated in the 
　correct example.

● 请以正确例为样本，按照隔离规定进行操作。

● 社名等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05‐01、2014G‐06‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 and 2014G-06-01 in this manual 
　for the font for campany names, addresses, etc.

● 关于公司名称等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01、2014G-06-01之规定。



産業用小型鉛蓄電池（電池） ／ Small Industrial Lead-Acid Storage Batteries (Batteries) ／ 工业用小型铅酸蓄电池（电池）

Pb
MADE IN XXXXX

Bar Code Label

Valve Regulated Lead-Acid Battery

NONSPILLABLE
　  BATTERY
　  MUST BE
　  RECYCLED.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pb

AB12345 12V 7.2Ah

R

Pb
MADE IN XXXXX

Bar Code Label

Valve Regulated Lead-Acid Battery

NONSPILLABLE
　  BATTERY
　  MUST BE
　  RECYCLED.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pb

AB12345 12V 7.2Ah

R

「①危険性／警告／取扱表示②リサイクルマーク類③原産地表示④社名」等の表示については、各国の法規制等に従ってください。
(1) For danger/warning/handling instructions; (2) recycling marks; (3) country of origin; and (4) company names and other indicators, follow the relevant national laws and regulations.

显示①危险性/警告/使用标志②循环利用符号类③原产地表示④公司名称等时，请遵守各国的法律法规等。

B. 悪い例
  Incorrect Example

 错误例

2014G-09-05

アイソレーションエリアが確保されていない（2014G-02-02参照） 
The isolation area is not ensured. (Refer to 2014G-02-02.)

未确保隔离区（参照2014G-02-02）

A. 良い例
Correct Example

正确例

● 良い例を見本にアイソレーション規定に従ってください。

産業用小型鉛蓄電池（電池）
Small Industrial Lead-Acid Storage Batteries (Batteries)

工业用小型铅酸蓄电池（电池）

● Follow the isolation rules demonstrated in the 
　correct example.

● 请以正确例为样本，按照隔离规定进行操作。

● 社名等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05‐01、2014G‐06‐01に従ってください。

● Refer to 2014G-05-01 and 2014G-06-01 in this manual 
　for the font for campany names, addresses, etc.

● 关于公司名称等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01、2014G-06-01之规定。



名刺 ／ Business Cards ／ 名片

名刺
Business Cards

名片

Taro Nihon
Manager
□□□□□□□Development
□□□□□□□□□Division
□□□□□□□
□□□□□
□□□□□□□□□□

1-2-34, Xyzab-cho, Yxzabc-shi,
Zabcd 569-1115, Japan
TEL 000-000-1234 FAX 000-000-9876
E-mail : taro.nihon@jp.gs-yuasa.com
http://www.gs-yuasa.com/jp

5 22 12.5 47.5

1.8

1.2

A. ブランド・ロゴマーク
      Corporate logo
      公司标志

B. 氏名表示／表示位置は固定です。
      Name: The display position is fixed.
      姓名显示/显示位置应固定。

C. 部署／役職名表示
      行送り8.5ptで積み下げて表記します。最大6行で収めます。
      Department and job title
      Inscribe these one below the other with 
      8.5 pt vertical spacing. Include up to 6 lines.
      部门、职务名称的表示
      以行间距8.5 pt向下排列书写。最多为6行。

E. 所在地等表示
      行送り8.5ptです
      文字数が多く行数が増える場合や端より4mmを
      超える場合は住所の切りの良いところで行を変え、
      下端より4mm積み上げて表示します。
      Address, etc.
      Use 8.5 pt vertical spacing. 
      If there are a lot of characters, and the number of 
      lines increases, or the text extends over the 4 mm 
      margin at the edge, then change lines at a suitable 
      break point in the address, and inscribe them one 
      above the other, starting from 4 mm above 
      the bottom edge.
      地址等的表示
      行间距为8.5 pt。
      字数较多要增加行数时或超过端部4 mm时，
      可在地址的适当位置换行，在高出下端4 mm
      处向上排列显示。

D. 社名
      フォントサイズ8pt

      Company name
      Font size: 8 pt
      公司名称
      字体大小为8 pt

4

5

2014G-10-01

□□□□□

最小4
Min. 4
最小4

(mm)  原寸
(mm)   Actual size

（mm）原始尺寸

● 社名、住所等の書体については、本マニュアル
　2014G‐05-01に従ってください。

● The font for company names, addresses, 
　etc. is as per 2014G-05-01 in this manual.

● 关于公司名称、地址等的字体，请遵守本手册
　2014G-05-01之规定。

● This is the recommended design, so when 
　creating business cards, adjust it to the 
　specifications in each country.

● 本设计为推荐样式，制作时请根据各国的
　规格进行相应调整。

● これは推奨デザインのため、使用時は
　各国の仕様に合わせてください。


