ecbo cloak guideline
About this guideline
Anyone using ecbo cloakʼs assets should only use the assets downloadable from our website and follow these guidelines. Do
not alter or modify any of the assets and use them as it is.

本ガイドラインについて
ecbo cloakの素材は本サイトからダウンロードできる素材のみ使用可であり、本ガイドラインに沿ってのみ使用可とします。全ての素材に
おいて、データを変形 ・加工せず、そのまま使用することを原則とします。
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Service Color
Below are the main colors of our service. When you are referring to ʻecbo cloak,ʼ the ʻMain Blueʼ is our primary color, and when
you are referring to ʻecboʼ as a company, the ʻMain Greenʼ is our primary color.

サービスカラー
下記がサービス内で使われるメインカラーです。「ecbo cloak」を言及する場合は ʻMain Blueʼ がプライマリーカラーとなり、コーポレー
トとしての「ecbo」を言及する場合は ʼMain Greenʼがプライマリーカラーとなります。

Main Blue

Black

HEX #2B5B71

HEX #444444

RGB 45.91.113

RGB 68.68.68
Dark Grey
HEX #A7AA8
RGB 167.170.168
Grey
HEX #C8C8C8

Main Green
HEX #5ABEB4
RGB 90.190.180

RGB 200.203.203
Light Grey
HEX #F2F2F2
RGB 242.242.242
White
HEX #FFFFFF
RGB 255.255.255
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Service Logo
The ecbo cloak logo can only be A) blue with a white background, B) white with a blue background, or C) white with a darkimage background. If used with a dark-image background, make sure to maintain legibility.

サービスロゴ
「ecbo cloak」のロゴの使用は A) 白背景に青色ロゴ B) 青背景に白色ロゴ C) 暗いイメージ背景に白色ロゴ のみ使用可。もし暗いイメージ
上で使う場合、視認性を確保するよう注意して使用してください。
A)

B)

C)
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Spacing
Make sure thereʼs enough space for the logo. The empty space around the logo should be at least 1/2 the height (0.5X)
of the logo it self. (X)

スペーシング
視認性と独立性を確保するために、スペーシングを設けています。スペーシングはロゴの縦幅（X）を基準に上下左右に縦幅の1/2
（0.5X）設けて使用してください。

0.5X
0.5X
0.5X

0.5X

X

X

0.5X

0.5X
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Logo Misuse
Do not modify/alter any of the assets available. Below are examples of logo misuse. These misuses are shown using the ʻecbo
cloakʼ logo, but the same rules apply to all assets downloadable from our website.

禁止事項
本サイトからダウンロードできる全ての素材の変形・加工をすることはできません。下記のような使用は禁止します。なお、下記サービスロゴ
で表示していますが、ダウンロードできる素材全てにおいて共通の禁止事項となります。

変形（伸縮・斜体・回転）
Alter Shape (Shrink・Skew・Rotate)

色の変更
Change Color

位置の変更
Change orientation

視認性を低下させる装飾(影・縁取り）の使用
Accessorize logo with extra elements (shadow・Border)

背景色の使用
Change background color

間隔の変更
Change spacing
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Corporate Logo
The ʻecboʼ logo can only be A) green+dark grey with a white background, or B) white with a green background.
You may use the logo with ʻInc.ʼ if you are referring to the company it self. (C)

コーポレートロゴ
「ecbo」のロゴの使用は (A) 白背景に緑＋グレー色ロゴ または (B) 緑背景に白色ロゴ のみ使用可です。「エクボ株式会社」について言及
する場合は「Inc」のロゴ (C) 使用も可とします。

A)

C)

B)

