
 

 

技能検定制度・技能士に係るロゴマークの使用について 

 

１．策定の趣旨 

厚生労働省所管の技能検定制度は、昭和34年の創設以来50年以上の長きに亘り、技能

者の育成に貢献してきましたが、当制度と技能士（延べ500万人を超える技能検定合格

者）については、未だ広く知られるには至っていません。 

技能検定制度・技能士ロゴマークは、政府、企業、団体、個人など、当制度や技能士

に関わる様々な方に広く使っていただくことにより、当制度を広く周知し、技能士をは

じめとする優れた技能を持つ方々が評価され、また、それにより多くの方が技能の道を

志すことができる社会の実現を目指して策定したものです。 

(※) 「技能検定制度」とは、職業能力開発促進法に基づく国家検定制度で、128職種の職種について試験

が行われています。「技能士」とは、その合格者に付与される称号です。 

 詳しくは：http://www.waza.javada.or.jp/ （または「技のとびら」で検索） 

 

２．使用基準 

(1) 使用できるかた 

技能士をはじめ、技能検定制度に関わる企業・団体その他どなたでも無料で使用で

きます。 

(2) 使用の目的 

技能検定制度に関わる自治体・団体・企業や技能士自身が「技能検定制度の普及促

進」や「技能士の身につけた技能の高さ」を対外的にアピールすることを目的としま

す。 

  

http://www.waza.javada.or.jp/


 

 

(3) 用途 

① 次の用途に使用できます（商標法施行令別表第14類、第16類、第26類、第35類

及び第41類の区分において使用できます。各区分の詳細につきましては、商標法施

行規則別表をご覧ください）。 

Ⅰ 広報用印刷物、書籍、テキスト、名刺、シール等の紙・紙製品等 

Ⅱ キーホルダー、記念盾、徽章、バッジ、腕章等 

Ⅲ 雑誌・新聞・ホームページへの掲載等 

Ⅳ イベント・セミナーでの使用等 

② 次の場合には使用できません。 

マーク策定の趣旨に反するなど著しく不適当と認められる使用 

 (4) 使用方法 

別紙「技能検定制度・技能士に係るロゴマーク使用マニュアル」に従ってください。 

(5) 電子データの入手方法 

以下の技能検定等に係るポータルサイトからダウンロードできます。 

http://www.waza.javada.or.jp/ （または「技のとびら」で検索） 

 

３．権利 

ロゴマークの権利は、厚生労働省に帰属します。 

 

４．本ロゴマークに係る問い合わせ先 

使用方法が、マーク策定の趣旨に合致するかの判断が難しい場合は、厚生労働省職業

能力開発局能力評価課あるいは中央技能振興センターまで問い合わせてください。 

○厚生労働省職業能力開発局能力評価課 

TEL:03-5253-1111（内線5946） 

○中央技能振興センター（中央職業能力開発協会） 

TEL:03-6758-2899/2907 

  

http://www.waza.javada.or.jp/


 

 

別 紙 

技能検定制度・技能士に係るロゴマーク使用マニュアル 

技能検定制度・技能士に係るロゴマーク（以下、ロゴマークという。）の使用にあたって

は以下の事項をよくお読みの上、本マニュアルに従ってください。 

 

○サイズ 

最小使用サイズ10mm 角 

縦横比１：１ 

 

○色 

カラーで使用する場合は、次のとおりとし、色は変えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIC2491 

C0/M94/Y80/K24 

 

DIC100 

C76/M13/Y10/K0 

 



 

 

○任意の文字を加える場合 

・ロゴマークの上下左右に文字を加える場合は、ロゴマークの策定趣旨に基づいた内容

としてください。 

・ロゴマーク内に文字を入れる場合は、使用する文字は「職種名」・「等級」としてくだ

さい。それ以外の文字は認められません（英語表記を行う場合、「職種名」は別表１（指

定試験機関が実施する職種については別途定める表記）、「等級」は別表２のとおりと

してください）。また、ロゴマークに文字を入れる場合は以下のように上部に職種名、

下部に等級としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

○等級の表示方法 

ロゴマークの外側に技能検定の等級を表示する場合は、次のとおりとしてください。 

・ロゴマークの下に、等級ごとに以下の記号で表示。 

特級      １級または単一等級     ２級     ３級 

 

・複数の職種を持っている場合、持っている職種の等級の記号を組み合わせる（使用例

②参照）。 

 

○使用例 

① 技能士がロゴマークのバッジを作製し、作業着に付ける。またはシールを作製し、

ヘルメットに貼って技能士であることをアピールする。 

 

 

  

☆☆  ◎◎  ○○  ◇◇  

職種名 

等 級 

と び 

１ 級 

鉄 道 車 両 
製造・整備 

１ 級 



 

 

② 技能士が、所持している職種・作業・等級を表示したロゴマークを名刺に刷り込み、

技能をアピールする。 
 

例．１級１職種     １級３職種・単一等級１職種     ２級１職種 

 

 

 

 

 

③ 自社社員の技能検定取得に積極的に取り組んでいる企業が、ホームページにロゴマ

ークを掲載し、社員の育成をアピールする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 業界団体が、業界新聞等にロゴマークを掲載し、企業に対して技能検定の取得を奨

励する。 

 

 

 

 

 

 

  

○○株式会社は、技能士の 

育成に取り組んでいます。 

◎◎  

私たちは、技能検定の取得を 

奨励しています。 

◎◎◎◎◎◎◎◎  ○○  



 

 

⑤ 技能検定指定試験機関が、受検案内等に職種名・機関名を入れたロゴマークを掲載

し、受検申請者にアピールする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 技能検定委員が腕章等に使用し、受検者にアピールする。 

 

 

 

 

 

※ ○○の中には、都道府県技能検定委員の場合は都道府県名を、中央技能検定委員の

場合は「中央」を入れる。 

 

 

  

指定試験機関 

○○技能検定試験 

□□検定協会 

建築大工 

○○技能検定委員 



 

 

○使用不可例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 文字以外の図形やデ

ザインと組み合わせる。 

③ マークの線や丸に

文字や絵柄が被る。 

技能検定 

技 
 

能 

④ マークを跨いで文

字を配置する。 

⑤ マークの縦横比を変更する。 

⑥ マークを回転する。 ⑦ マークを反転する。 

② マークから文字が

はみ出る。 

アルミニウム陽極酸化処理 

★ 



 

 

別表１ 
職種名の英語表記 

園芸装飾 Horticultural decoration 

造園 Landscape gardening 

さく井 Well drilling 

金属溶解 Metal melting 

鋳造 Casting 

鍛造 Forging 

金属熱処理 Metal heat treatment 

粉末冶金 Powder metallurgy 

機械加工 Machining 

放電加工 Electric discharge machining 

金型製作 Die making 

金属プレス加工 Metal press  

鉄工 Iron work 

建築板金 Building sheet metal work 

工場板金 Factory sheet metal work 

めっき Electroplating 

アルミニウム陽極酸化処理 Aluminum anodizing  

溶射 Thermal spraying 

金属ばね製造 Metal spring manufacturing 

ロープ加工 Rope processing 

仕上げ Finishing 

切削工具研削 Cutting tool grinding 

機械検査 Machine inspection 

ダイカスト Die casting 

機械保全 Machine maintenance 

電子回路接続 Electronic circuit connecting 

電子機器組立て Electronic equipment assembling 

電気機器組立て Electric equipment assembling 

半導体製品製造 Semiconductor products manufacturing 

プリント配線板製造 Printed circuit board manufacturing 

自動販売機調整 Vending machine adjustment 

産業車両整備 Industrial vehicle maintenance 

鉄道車両製造・整備 Rolling stock manufacturing and repairing 

時計修理 Clock and watch repairing 

光学機器製造 Optical equipment manufacturing 

複写機組立て Copy machine assembling 

内燃機関組立て Internal combustion engine assembling 

空気圧装置組立て Pneumatic apparatus assembling 

油圧装置調整 Hydraulic system adjustment 

縫製機械整備 Sewing machine maintenance 

建設機械整備 Construction machine maintenance 

農業機械整備 Agricultural machine maintenance 

冷凍空気調和機器施工 Freezing and air conditioning apparatus installing 

染色 Dyeing 

ニット製品製造 Knitted goods manufacturing 

婦人子供服製造 Ladies' and children's dress making 

紳士服製造 Tailoring men's suit making 

和裁 Kimono making 

寝具製作 Bedclothes making 

帆布製品製造 Canvas product making 

布はく縫製 Cloth sewing  

機械木工 Machine wood working  

木型製作 Wooden pattern making 

家具製作 Furniture making 

建具製作 Fixture making 

紙器・段ボール箱製造 Carton box and corrugated card board box making 



 

 

製版 Plate making 

印刷 Printing 

製本 Book binding 

プラスチック成形 Plastic molding 

強化プラスチック成形 Reinforced plastic molding 

陶磁器製造 Pottery and porcelain making 

石材施工 Building stone constructing 

パン製造 Bread baking 

菓子製造 Confectionery making 

製麵 Noodle making  

ハム・ソーセージ・ベーコン製造 Ham, sausage, and bacon making 

水産練り製品製造 Fish paste making 

みそ製造 Bean paste making 

酒造 Sake brewing 

建築大工 Carpentry 

枠組壁建築 Wood frame construction 

かわらぶき Tile roofing 

とび Scaffolding  

左官 Plastering 

築炉 Furnace construction 

ブロック建築 Architectural block laying 

エーエルシーパネル施工 ALC panel work  

タイル張り Tiling 

畳製作 Tatami making 

配管 Plumbing 

厨房設備施工 Kitchen equipment installation 

型枠施工 Formwork 

鉄筋施工 Reinforcing bar construction 

コンクリート圧送施工 Concrete pressure feeding 

防水施工 Water-proofing  

樹脂接着剤注入施工 Resin adhesive injection 

内装仕上げ施工 Interior finishing 

熱絶縁施工 Heat insulation 

カーテンウォール施工 Curtain wall finishing 

サッシ施工 Sash setting 

自動ドア施工 Automatic door installation  

バルコニー施工 Balcony construction 

ガラス施工 Glass setting  

ウェルポイント施工 Well point construction 

テクニカルイラストレーション Technical illustration 

機械・プラント製図 Machinery and plant drawing 

電気製図 Electrical drawing 

化学分析 Chemical analysis 

金属材料試験 Metal material testing 

貴金属装身具製作 Precious metal accessory making 

印章彫刻 Seal engraving 

表装 Paper hanging 

塗装 Painting 

路面標示施工 Traffic sign and line marking 

塗料調色 Paint color adjustment 

広告美術仕上げ Advertising art finishing 

義肢・装具製作 Artificial limb and appendage making 

舞台機構調整 Stage effect adjustment 

工業包装 Industrial packaging 

写真 Photography 

産業洗浄 Industrial cleaning 

商品装飾展示 Merchandise display 

フラワー装飾 Flower decoration 



 

 

別表２ 
等級の英語表記 

特級 Special grade 

１級 1st grade 

２級 2nd grade 

３級 3rd grade 

単一等級 Non-classified grade 

 
 


