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ご利用上の注意 

本製品のご利用に際しては、下記の使用許諾に同意していただくことが条件になります。 

 

■使用許諾 

○本製品は、正規にご購入後、ご登録いただいた 1 ユーザーに限り、禁止事項に触れない範囲内で自由に利

用できます。利用目的は営利、非営利を問いません。 

○画像データ等の著作権・使用許諾権はシステム･プロダクト株式会社が有します。 

○本製品の画像データについては、自由に加工を加えても問題ありません。 

 

■禁止事項 

○本製品は印刷媒体・マルチメディア媒体等の作品制作の素材としての使用を想定しています。画像データそ

のものを流用して、CD-ROM その他の記録媒体に複製し、類似の製品として販売、配布、賃貸することを

禁じます。 

○本製品を賃貸業に使用すること、ご購入されたユーザー以外に転売、譲渡、貸与することを禁じます。  

○禁止事項に触れて使用された場合、そのユーザーの使用権をいつでも停止できます。 

 

■免責  

○家紋の描き方にはさまざまな流派があるため、ユーザは本製品が完全無欠であるとは限らないことを承認する

ものとし、当社は、本製品の利用に関していかなる保証も行いません。 

○本製品の製造上の原因によるあきらかな欠陥に関しては、正常な同製品との交換はいたしますが、その結果

として発生した損害・不利益については一切責任を負いません。  

○ 本製品の内容および記載事項は、将来予告なしに変更する場合があります。 
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補足説明 

■家紋のモチーフに関する補足説明 

家紋は単一の要素で成り立っているものもありますが、多くは複数の要素を組み合わせて作られています。

そのような家紋は、大きく分けて「基本要素」部分と、「外枠」部分の 2 つで構成されています。ちょうど、漢字

でいう「へん」と「つくり」のようなものです。この 2 つの構成要素は、それぞれ何らかのモチーフに属します。つまり、

1 つの家紋でありながら複数のモチーフに属することがあるわけです。 

「かもんかもん」では、このことを考慮し、検索ツールでモチーフ検索をした場合に、「基本要素」と「外枠」どち

らのモチーフからでも検索できるようにしました。例えば、「丸に亀甲に花菱」紋は、<丸><亀甲><花菱>の、どの

モチーフで検索しても該当するようになっています。 

ただし、一覧表に関しては重複して掲載してはおりません。製作過程の都合により、当てはまるモチーフのう

ちのどれか一つに便宜上分類してありますので、例えば調べたい家紋の「外枠」のモチーフで一覧表を調べたと

ころ載っていない、などという場合は、「基本要素」のモチーフの方に掲載されていないか見てください。 

（家紋の構成例） 

要素１  要素２  要素３  １つの家紋に 

○ ＋ c ＋< ＝ M
「丸」  「亀甲」  「花菱」  「丸に亀甲に花菱」

■家紋の名称について 

□ <かえで>と<もみじ> 

 「楓」という家紋は、<かえで>と読ませる文献と<もみじ>と読ませる文献とがあります。これらは紋

自体には違いはありません。ただ、名称において、50 音では”か”と”も”で異なるため、文献によって

カ行の扱いとマ行の扱いとして違いが出てきます。 

 この件に関して「かもんかもん」では、「楓」＝<かえで>として扱っております。そのため、「楓」紋の

画像データは、「か」のフォルダに収録されています。検索ツールにおいても、50 音検索は”か”で出

てくるようになっています。また、キーワード検索で「もみじ」とひらがなで入れると該当家紋は現れま

せん。 

□ 名称の漢字表記について 

家紋の名称に使われている漢字には、同じ読みでも幾通りか種類があるものがあります。例えば

「提盤」紋は、「提板」とも表記されます。また、一般的に使われている漢字表記とは異なる漢字を

当てていることもあります。したがって、検索ツールでキーワード検索をするとき、漢字を入力して検

索しても該当家紋が見つからない場合は、ひらがなを入力して、再度検索するようにしてください。 

□ 読みと漢字の一覧 

当社調べです。文献によっては他にもこのような例はあると思います。 

読み１ 読み２ 漢字１ 漢字２ 

かえで もみじ 楓   

かたばみ   片喰 酢漿草 

ちょうばん   提盤 提板・打板 

ちょうじ   丁子 丁字 

ます   枡 升・桝 

りんどう   竜胆 龍胆 

※赤文字の読み・漢字で統一しています
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一覧表の使い方 

「かもんかもん Ver2.0」を上手につかっていただくために、家紋一覧表を準備しました。 

プリントアウトしても、パソコンでご覧になっても便利です。有効に活用ください。 

 

説明 例 

ナンバー  記号 No. 1 あ 1-001 

名称 尻合わせ三つ葵 

読み方 しりあわせみつあおい 

フォント名[欧文キャラクター ] 

『和文キャラクター』 JIS_コード 

SJIS_コード 

kamon001[ ! ] 『亜』 JIS_3021 SJIS_889F 

家紋画像 ! 
 

 ナンバー：１～２０００まで通し番号です。 

 記号：サブフォルダー名（あ１・あ２など） 

 名称：家紋の名称・・・統一されたものではありませんので、お客様が認知されているものとは必ずしも一致し

ない場合があります。 

 読み方：ひらがなで、読み方を示しています。・・・統一されたものではありませんので、お客様が認知されてい

るものとは必ずしも一致しない場合があります。 

 フォント名：欧文フォント名（kamon001～kamon211） 

※和文フォント名は、 

No. 1～No.1000 SP かもん 

No. 1001～No.2000 SP かもん２ 

を適用してください。 

 家紋画像：家紋の形を示しています。 

 

☆AcrobatReader のしおり機能を使って、ページジャンプすることができます。 
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 1 あ1-001 No. 2 あ1-002 No. 3 あ1-003 No. 4 あ1-004 No. 5 あ1-005
尻合わせ三つ葵 剣三つ葵 立ち葵 丸に立ち葵 水に立ち葵

しりあわせみつあおい けんみつあおい たちあおい まるにたちあおい みずにたちあおい
kamon001[ ! ]　『亜』　JIS_3021 SJIS_889F kamon001[ " ]　『唖』　JIS_3022 SJIS_88A0 kamon001[ # ]　『娃』　JIS_3023 SJIS_88A1 kamon001[ $ ]　『阿』　JIS_3024 SJIS_88A2 kamon001[ % ]　『哀』　JIS_3025 SJIS_88A3

! " # $ %
No. 6 あ1-006 No. 7 あ1-007 No. 8 あ1-009 No. 9 あ1-010 No. 10 あ1-011

剣に二つ葵 二葉葵 麻の葉 丸に麻の葉 丸に左離れ立ち葵
けんにふたつあおい ふたばあおい あさのは まるにあさのは まるにひだりはなれたちあおい

kamon001[ & ]　『愛』　JIS_3026 SJIS_88A4 kamon001[ ' ]　『挨』　JIS_3027 SJIS_88A5 kamon001[ ( ]　『姶』　JIS_3028 SJIS_88A6 kamon001[ ) ]　『逢』　JIS_3029 SJIS_88A7 kamon001[ * ]　『葵』　JIS_302A SJIS_88A8

& ' ( ) *
No. 11 あ1-012 No. 12 あ1-014 No. 13 い1-001 No. 14 い1-002 No. 15 い1-006

徳川葵 左離れ立ち葵 庵 利休庵 井桁
とくがわあおい ひだりはなれたちあおい いおり りきゅういおり いげた

kamon001[ + ]　『茜』　JIS_302B SJIS_88A9 kamon001[ , ]　『穐』　JIS_302C SJIS_88AA kamon001[ - ]　『以』　JIS_304A SJIS_88C8 kamon001[ . ]　『伊』　JIS_304B SJIS_88C9 kamon001[ / ]　『位』　JIS_304C SJIS_88CA

+ , - . /
No. 16 い1-007 No. 17 い1-008 No. 18 い1-009 No. 19 い1-010 No. 20 い1-011

丸に井桁 糸輪に井桁 組み井桁 井桁に木瓜 組み合わせ井桁
まるにいげた いとわにいげた くみいげた いげたにもっこう くみあわせいげた

kamon001[ 0 ]　『依』　JIS_304D SJIS_88CB kamon001[ 1 ]　『偉』　JIS_304E SJIS_88CC kamon001[ 2 ]　『囲』　JIS_304F SJIS_88CD kamon001[ 3 ]　『夷』　JIS_3050 SJIS_88CE kamon001[ 4 ]　『委』　JIS_3051 SJIS_88CF

0 1 2 34
No. 21 い1-013 No. 22 い1-014 No. 23 い1-015 No. 24 い1-016 No. 25 い1-018

丸に一つ石 三つ石 四つ石 丸に四つ石 いたどり
まるにひとついし みついし よついし まるによついし いたどり

kamon001[ 5 ]　『威』　JIS_3052 SJIS_88D0 kamon001[ 6 ]　『尉』　JIS_3053 SJIS_88D1 kamon001[ 7 ]　『惟』　JIS_3054 SJIS_88D2 kamon001[ 8 ]　『意』　JIS_3055 SJIS_88D3 kamon001[ 9 ]　『慰』　JIS_3056 SJIS_88D4

5 6 7 8 9
No. 26 い1-019 No. 27 い1-022 No. 28 い1-023 No. 29 い1-024 No. 30 い1-026

丸に板屋貝 中輪に三つ銀杏 三つ銀杏 中輪に一つ銀杏 丸に剣三つ銀杏
まるにいたやがい ちゅうわにみついちょう みついちょう ちゅうわにひとついちょう まるにけんみついちょう

kamon001[ : ]　『易』　JIS_3057 SJIS_88D5 kamon001[ ; ]　『椅』　JIS_3058 SJIS_88D6 kamon001[ < ]　『為』　JIS_3059 SJIS_88D7 kamon001[ = ]　『畏』　JIS_305A SJIS_88D8 kamon001[ > ]　『異』　JIS_305B SJIS_88D9

: ; < = >
No. 31 い1-030 No. 32 い1-031 No. 33 い1-032 No. 34 い1-033 No. 35 い1-034

五つ銀杏 三つ組み銀杏 三つ軸違い銀杏 抱き銀杏 向かい銀杏
いつついちょう みつくみいちょう みつじくちがいいちょう だきいちょう むかいいちょう

kamon001[ ? ]　『移』　JIS_305C SJIS_88DA kamon001[ @ ]　『維』　JIS_305D SJIS_88DBkamon001[ A ]　『緯』　JIS_305E SJIS_88DC kamon001[ B ]　『胃』　JIS_305F SJIS_88DD kamon001[ C ]　『萎』　JIS_3060 SJIS_88DE

? @ A B C
No. 36 い1-037 No. 37 い1-040 No. 38 い1-042 No. 39 い1-043 No. 40 い1-044

二つ違い銀杏 菱に三つ銀杏 平井筒 角立て井筒 丸に角立て井筒
ふたつちがいいちょう ひしにみついちょう ひらいづつ すみたていづつ まるにすみたていづつ

kamon001[ D ]　『衣』　JIS_3061 SJIS_88DF kamon001[ E ]　『謂』　JIS_3062 SJIS_88E0 kamon001[ F ]　『違』　JIS_3063 SJIS_88E1 kamon001[ G ]　『遺』　JIS_3064 SJIS_88E2 kamon001[ H ]　『医』　JIS_3065 SJIS_88E3

DE F G H
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 41 い1-045 No. 42 い1-046 No. 43 い1-047 No. 44 い1-049 No. 45 い1-050
丸に角立て太井筒 丸に井の字 角立て稲妻 左廻り一つ稲の丸 右廻り一つ稲の丸

まるにすみたてふといづつ まるにいのじ すみたていなづま ひだりまわりひとついねのまる みぎまわりひとついねのまる
kamon001[ I ]　『井』　JIS_3066 SJIS_88E4 kamon001[ J ]　『亥』　JIS_3067 SJIS_88E5 kamon001[ K ]　『域』　JIS_3068 SJIS_88E6 kamon001[ L ]　『育』　JIS_3069 SJIS_88E7 kamon001[ M ]　『郁』　JIS_306A SJIS_88E8

I J K L M
No. 46 い1-052 No. 47 い1-053 No. 48 い1-056 No. 49 い1-057 No. 50 い1-060

包み抱き稲 抱き稲 稲荷抱き稲 違い稲 丸に三つ銀杏
つつみだきいね だきいね いなりだきいね ちがいいね まるにみついちょう

kamon001[ N ]　『磯』　JIS_306B SJIS_88E9 kamon001[ O ]　『一』　JIS_306C SJIS_88EAkamon001[ P ]　『壱』　JIS_306D SJIS_88EB kamon001[ Q ]　『溢』　JIS_306E SJIS_88EC kamon001[ R ]　『逸』　JIS_306F SJIS_88ED

N O P Q R
No. 51 い1-063 No. 52 い1-066 No. 53 い1-067 No. 54 い1-068 No. 55 い1-072

丸に井筒に一の字 丸に抱き銀杏 丸に三つ石 二つ穂変わり抱き稲 丸に角立て井筒に結び雁金
まるにいづつにいちのじ まるにだきいちょう まるにみついし ふたつほがわりだきいね まるにすみたていづつにむすびかりがね

kamon001[ S ]　『稲』　JIS_3070 SJIS_88EE kamon001[ T ]　『茨』　JIS_3071 SJIS_88EF kamon001[ U ]　『芋』　JIS_3072 SJIS_88F0 kamon001[ V ]　『鰯』　JIS_3073 SJIS_88F1 kamon001[ W ]　『允』　JIS_3074 SJIS_88F2

S T U V W
No. 56 い1-073 No. 57 い1-076 No. 58 い1-078 No. 59 い1-079 No. 60 い1-081

丸に稲荷抱き稲 丸に角立て井筒に剣片喰 丸に組み井桁 包み抱き稲（変わり） 丸に三つ盛り立て石
まるにいなりだきいね まるにすみたていづつにけんかたばみ まるにくみいげた つつみだきいね（かわり） まるにみつもりたていし

kamon001[ X ]　『印』　JIS_3075 SJIS_88F3 kamon001[ Y ]　『咽』　JIS_3076 SJIS_88F4 kamon001[ Z ]　『員』　JIS_3077 SJIS_88F5 kamon001[ [ ]　『因』　JIS_3078 SJIS_88F6 kamon001[ \ ]　『姻』　JIS_3079 SJIS_88F7

X Y Z [ \
No. 61 い1-082 No. 62 い1-083 No. 63 い1-084 No. 64 い1-085 No. 65 い1-086

井桁に違い鷹の羽 井桁に五三桐 井桁に抱き茗荷 井桁に下り藤 井桁に蔦
いげたにちがいたかのは いげたにごさんきり いげたにだきみょうが いげたにさがりふじ いげたにつた

kamon001[ ] ]　『引』　JIS_307A SJIS_88F8 kamon001[ ^ ]　『飲』　JIS_307B SJIS_88F9 kamon001[ _ ]　『淫』　JIS_307C SJIS_88FA kamon001[ ` ]　『胤』　JIS_307D SJIS_88FB kamon001[ a ]　『蔭』　JIS_307E SJIS_88FC

] ^ _ ` a
No. 66 い1-087 No. 67 い1-088 No. 68 い1-089 No. 69 い1-090 No. 70 い1-091

丸に平井筒 中輪に四つ井筒 平井筒に釘抜き 一つ糸巻 花形井筒
まるにひらいづつ ちゅうわによついづつ ひらいづつにくぎぬき ひとついとまき はながたいづつ

kamon001[ b ]　『院』　JIS_3121 SJIS_8940 kamon001[ c ]　『陰』　JIS_3122 SJIS_8941 kamon001[ d ]　『隠』　JIS_3123 SJIS_8942 kamon001[ e ]　『韻』　JIS_3124 SJIS_8943 kamon001[ f ]　『吋』　JIS_3125 SJIS_8944

b c d e f
No. 71 い1-092 No. 72 い1-093 No. 73 い1-094 No. 74 い1-095 No. 75 い1-096

角立て組み井筒 丸に陰陽立て三つ石 三つ頭合わせ庵 重ね糸巻 板屋貝
すみたてくみいづつ まるにいんようたてみついし みつかしらあわせいおり かさねいとまき いたやがい

kamon001[ g ]　『右』　JIS_3126 SJIS_8945 kamon001[ h ]　『宇』　JIS_3127 SJIS_8946 kamon001[ i ]　『烏』　JIS_3128 SJIS_8947 kamon001[ j ]　『羽』　JIS_3129 SJIS_8948 kamon001[ k ]　『迂』　JIS_312A SJIS_8949

g h i j k
No. 76 う1-001 No. 77 う1-002 No. 78 う1-003 No. 79 う1-004 No. 80 う1-005

房付き団扇 丸に一つ団扇 三つ団扇 羽団扇 唐団扇
ふさつきうちわ まるにひとつうちわ みつうちわ はうちわ とううちわ

kamon001[ l ]　『雨』　JIS_312B SJIS_894A kamon001[ m ]　『卯』　JIS_312C SJIS_894B kamon001[ n ]　『鵜』　JIS_312D SJIS_894C kamon001[ o ]　『窺』　JIS_312E SJIS_894D kamon001[ p ]　『丑』　JIS_312F SJIS_894E

l m n o p
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 81 う1-007 No. 82 う1-009 No. 83 う1-010 No. 84 う1-011 No. 85 う1-013
軍配唐団扇 三つ鱗 丸に三つ鱗 北条鱗 梅の花

ぐんばいとううちわ みつうろこ まるにみつうろこ ほうじょううろこ うめのはな
kamon001[ q ]　『碓』　JIS_3130 SJIS_894F kamon001[ r ]　『臼』　JIS_3131 SJIS_8950 kamon001[ s ]　『渦』　JIS_3132 SJIS_8951 kamon001[ t ]　『嘘』　JIS_3133 SJIS_8952 kamon001[ u ]　『唄』　JIS_3134 SJIS_8953

q r stu
No. 86 う1-014 No. 87 う1-015 No. 88 う1-016 No. 89 う1-017 No. 90 う1-018

丸に梅の花 梅鉢 丸に梅鉢 加賀梅鉢 裏梅鉢
まるにうめのはな うめばち まるにうめばち かがうめばち うらうめばち

kamon001[ v ]　『欝』　JIS_3135 SJIS_8954 kamon001[ w ]　『蔚』　JIS_3136 SJIS_8955 kamon001[ x ]　『鰻』　JIS_3137 SJIS_8956 kamon001[ y ]　『姥』　JIS_3138 SJIS_8957 kamon001[ z ]　『厩』　JIS_3139 SJIS_8958

v w x y z
No. 91 う1-019 No. 92 う1-020 No. 93 う1-021 No. 94 う1-022 No. 95 う1-023

星梅鉢 丸に星梅鉢 八重梅 台梅鉢 剣梅鉢
ほしうめばち まるにほしうめばち やえうめ うてなうめばち けんうめばち

kamon001[ { ]　『浦』　JIS_313A SJIS_8959 kamon001[ | ]　『瓜』　JIS_313B SJIS_895A kamon001[ } ]　『閏』　JIS_313C SJIS_895B kamon001[ ~ ]　『噂』　JIS_313D SJIS_895C kamon002[ ! ]　『云』　JIS_313E SJIS_895D

{ | } ~ !
No. 96 う1-024 No. 97 う1-025 No. 98 う1-026 No. 99 う1-027 No. 100 う1-030

丸に剣梅鉢 向こう梅 捻じ梅 三つ盛り梅 一重亀甲に梅鉢
まるにけんうめばち むこううめ ねじうめ みつもりうめ ひとえきっこうにうめばち

kamon002[ " ]　『運』　JIS_313F SJIS_895E kamon002[ # ]　『雲』　JIS_3140 SJIS_895F kamon002[ $ ]　『荏』　JIS_3141 SJIS_8960 kamon002[ % ]　『餌』　JIS_3142 SJIS_8961 kamon002[ & ]　『叡』　JIS_3143 SJIS_8962

" # $ % &
No. 101 う1-032 No. 102 う1-033 No. 103 う1-035 No. 104 う1-037 No. 105 う1-038

隅切り角に梅鉢 三つ割り梅鉢 丸に八重梅 隅切り角に梅の花 組み合わせ枡に唐団扇
すみきりかくにうめばち みつわりうめばち まるにやえうめ すみきりかくにうめのはな くみあわせますにとううちわ

kamon002[ ' ]　『営』　JIS_3144 SJIS_8963 kamon002[ ( ]　『嬰』　JIS_3145 SJIS_8964 kamon002[ ) ]　『影』　JIS_3146 SJIS_8965 kamon002[ * ]　『映』　JIS_3147 SJIS_8966 kamon002[ + ]　『曳』　JIS_3148 SJIS_8967

' ( ) * +
No. 106 う1-039 No. 107 う1-041 No. 108 う1-042 No. 109 う1-043 No. 110 う1-044

井桁に梅鉢 丸に唐団扇 丸に一つ鱗 赤垣鱗 陰丸向かい鱗
いげたにうめばち まるにとううちわ まるにひとつうろこ あかがきうろこ かげまるむかいうろこ

kamon002[ , ]　『栄』　JIS_3149 SJIS_8968 kamon002[ - ]　『永』　JIS_314A SJIS_8969 kamon002[ . ]　『泳』　JIS_314B SJIS_896A kamon002[ / ]　『洩』　JIS_314C SJIS_896B kamon002[ 0 ]　『瑛』　JIS_314D SJIS_896C

, - . / 0
No. 111 え1-001 No. 112 お1-001 No. 113 お1-002 No. 114 お1-003 No. 115 お1-004

向かい海老の丸 丸に五本骨扇 五本骨扇 七本骨扇 房扇
むかいえびのまる まるにごほんぼねおうぎ ごほんぼねおうぎ ななほんぼねおうぎ ふさおうぎ

kamon002[ 1 ]　『盈』　JIS_314E SJIS_896D kamon002[ 2 ]　『於』　JIS_3177 SJIS_8997 kamon002[ 3 ]　『汚』　JIS_3178 SJIS_8998 kamon002[ 4 ]　『甥』　JIS_3179 SJIS_8999 kamon002[ 5 ]　『凹』　JIS_317A SJIS_899A

1 2 34 5
No. 116 お1-005 No. 117 お1-006 No. 118 お1-007 No. 119 お1-008 No. 120 お1-009

丸に房扇 佐竹扇 丸に日の丸扇 扇に八の字 重ね扇
まるにふさおうぎ さたけおうぎ まるにひのまるおうぎ おうぎにはちのじ かさねおうぎ

kamon002[ 6 ]　『央』　JIS_317B SJIS_899B kamon002[ 7 ]　『奥』　JIS_317C SJIS_899C kamon002[ 8 ]　『往』　JIS_317D SJIS_899D kamon002[ 9 ]　『応』　JIS_317E SJIS_899E kamon002[ : ]　『押』　JIS_3221 SJIS_899F

6 7 8 9 :
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 1001 あ2-001 No. 1002 あ2-002 No. 1003 あ2-003 No. 1004 あ2-004 No. 1005 あ2-005
蔓三つ葵 三つ割り葵 二つ蔓葵の丸 三つ蔓葵の丸 変わり蔓三つ葵

つるみつあおい みつわりあおい ふたつつるあおいのまる みつつるあおいのまる かわりつるみつあおい
kamon201[ ! ]　『亜』　JIS_3021 SJIS_889F kamon201[ " ]　『唖』　JIS_3022 SJIS_88A0 kamon201[ # ]　『娃』　JIS_3023 SJIS_88A1 kamon201[ $ ]　『阿』　JIS_3024 SJIS_88A2 kamon201[ % ]　『哀』　JIS_3025 SJIS_88A3

! " # $ %
No. 1006 あ2-006 No. 1007 あ2-007 No. 1008 あ2-008 No. 1009 あ2-009 No. 1010 あ2-010

総陰丸に三つ葵 中陰丸に三つ葵 花付き三つ割り葵 陰麻の葉 三つ割り麻の葉
そうかげまるにみつあおい ちゅうかげまるにみつあおい はなつきみつわりあおい かげあさのは みつわりあさのは

kamon201[ & ]　『愛』　JIS_3026 SJIS_88A4 kamon201[ ' ]　『挨』　JIS_3027 SJIS_88A5 kamon201[ ( ]　『姶』　JIS_3028 SJIS_88A6 kamon201[ ) ]　『逢』　JIS_3029 SJIS_88A7 kamon201[ * ]　『葵』　JIS_302A SJIS_88A8

& ' ( ) *
No. 1011 あ2-011 No. 1012 あ2-012 No. 1013 あ2-013 No. 1014 あ2-014 No. 1015 あ2-015

外三つ割り麻の葉 中輪に一つ朝顔 五つ朝顔 違い葦の葉 割り抱き葦
そとみつわりあさのは ちゅうわにひとつあさがお いつつあさがお ちがいあし わりだきあし

kamon201[ + ]　『茜』　JIS_302B SJIS_88A9 kamon201[ , ]　『穐』　JIS_302C SJIS_88AA kamon201[ - ]　『以』　JIS_304A SJIS_88C8 kamon201[ . ]　『伊』　JIS_304B SJIS_88C9 kamon201[ / ]　『位』　JIS_304C SJIS_88CA

+ , - . /
No. 1016 あ2-016 No. 1017 あ2-017 No. 1018 い2-001 No. 1019 い2-002 No. 1020 い2-003

抱き葦 変わり抱き葦 大草庵 盃庵 花形庵
だきあし かわりだきあし おおくさいおり さかずきいおり はながたいおり

kamon201[ 0 ]　『依』　JIS_304D SJIS_88CB kamon201[ 1 ]　『偉』　JIS_304E SJIS_88CC kamon201[ 2 ]　『囲』　JIS_304F SJIS_88CD kamon201[ 3 ]　『夷』　JIS_3050 SJIS_88CE kamon201[ 4 ]　『委』　JIS_3051 SJIS_88CF

0 1 2 3 4
No. 1021 い2-004 No. 1022 い2-005 No. 1023 い2-006 No. 1024 い2-007 No. 1025 い2-008

重ね井桁 三つ井桁 石持ち地抜き井桁 太井桁 細輪に三つ割り井桁
かさねいげた みついげた こくもちじぬきいげた ふといげた ほそわにみつわりいげた

kamon201[ 5 ]　『威』　JIS_3052 SJIS_88D0 kamon201[ 6 ]　『尉』　JIS_3053 SJIS_88D1 kamon201[ 7 ]　『惟』　JIS_3054 SJIS_88D2 kamon201[ 8 ]　『意』　JIS_3055 SJIS_88D3 kamon201[ 9 ]　『慰』　JIS_3056 SJIS_88D4

5 6 7 8 9
No. 1026 い2-009 No. 1027 い2-010 No. 1028 い2-011 No. 1029 い2-012 No. 1030 い2-013

立て三つ石 三つ寄せ石 丸に五つ寄せ石 四つ石車 石持ち地抜き四つ石
たてみついし みつよせいし まるにいつつよせいし よついしぐるま こくもちじぬきよついし

kamon201[ : ]　『易』　JIS_3057 SJIS_88D5 kamon201[ ; ]　『椅』　JIS_3058 SJIS_88D6 kamon201[ < ]　『為』　JIS_3059 SJIS_88D7 kamon201[ = ]　『畏』　JIS_305A SJIS_88D8 kamon201[ > ]　『異』　JIS_305B SJIS_88D9

: ; < = >
No. 1031 い2-014 No. 1032 い2-015 No. 1033 い2-016 No. 1034 い2-017 No. 1035 い2-018

石持ち地抜き三つ銀杏 三つ追い銀杏 頭合わせ三つ銀杏 三つ銀杏菱 変わり対い銀杏菱
こくもちじぬきみついちょう みつおいいちょう かしらあわせみついちょう みついちょうびし かわりむかいいちょうびし

kamon201[ ? ]　『移』　JIS_305C SJIS_88DA kamon201[ @ ]　『維』　JIS_305D SJIS_88DBkamon201[ A ]　『緯』　JIS_305E SJIS_88DC kamon201[ B ]　『胃』　JIS_305F SJIS_88DD kamon201[ C ]　『萎』　JIS_3060 SJIS_88DE

? @ A B C
No. 1036 い2-019 No. 1037 い2-020 No. 1038 い2-021 No. 1039 い2-022 No. 1040 い2-023

二つ銀杏菱 対い銀杏菱 三つ割り銀杏 入れ違い割り銀杏 六角三つ銀杏
ふたついちょうびし むかいいちょうびし みつわりいちょう いれちがいわりいちょう ろっかくみついちょう

kamon201[ D ]　『衣』　JIS_3061 SJIS_88DF kamon201[ E ]　『謂』　JIS_3062 SJIS_88E0 kamon201[ F ]　『違』　JIS_3063 SJIS_88E1 kamon201[ G ]　『遺』　JIS_3064 SJIS_88E2 kamon201[ H ]　『医』　JIS_3065 SJIS_88E3
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 1041 い2-024 No. 1042 い2-025 No. 1043 い2-026 No. 1044 い2-027 No. 1045 い2-028
銀杏揚羽蝶 銀杏鶴 四つ銀杏 一つ銀杏巴 石持ち地抜き平井筒

いちょうあげはちょう いちょうづる よついちょう ひとついちょうどもえ こくもちじぬきひらいづつ
kamon201[ I ]　『井』　JIS_3066 SJIS_88E4 kamon201[ J ]　『亥』　JIS_3067 SJIS_88E5 kamon201[ K ]　『域』　JIS_3068 SJIS_88E6 kamon201[ L ]　『育』　JIS_3069 SJIS_88E7 kamon201[ M ]　『郁』　JIS_306A SJIS_88E8

I J K L M
No. 1046 い2-029 No. 1047 い2-030 No. 1048 い2-031 No. 1049 い2-032 No. 1050 い2-033

陰陽重ね井筒 六角井筒に一つ巴 組み合わせ井筒 角立て撫井筒 丸に持ち合い角井筒
いんようかさねいづつ ろっかくいづつにひとつともえ くみあわせいづつ すみたてなでいづつ まるにもちあいすみいづつ

kamon201[ N ]　『磯』　JIS_306B SJIS_88E9 kamon201[ O ]　『一』　JIS_306C SJIS_88EAkamon201[ P ]　『壱』　JIS_306D SJIS_88EB kamon201[ Q ]　『溢』　JIS_306E SJIS_88EC kamon201[ R ]　『逸』　JIS_306F SJIS_88ED

N O P Q R
No. 1051 い2-034 No. 1052 い2-035 No. 1053 い2-036 No. 1054 い2-037 No. 1055 い2-038

六角井筒に蛇の目 井筒に三つ巴 角立て井筒崩し 丸に角立て結び井筒 輪違い井筒
ろっかくいづつにじゃのめ いづつにみつともえ すみたていづつくずし まるにすみたてむすびいづつ わちがいいづつ

kamon201[ S ]　『稲』　JIS_3070 SJIS_88EE kamon201[ T ]　『茨』　JIS_3071 SJIS_88EF kamon201[ U ]　『芋』　JIS_3072 SJIS_88F0 kamon201[ V ]　『鰯』　JIS_3073 SJIS_88F1 kamon201[ W ]　『允』　JIS_3074 SJIS_88F2

S T U V W
No. 1056 い2-039 No. 1057 い2-040 No. 1058 い2-041 No. 1059 い2-042 No. 1060 い2-043

丸形井筒 丸に角立て稲妻 伊東稲妻 角立て絡み稲妻 平稲妻
まるがたいづつ まるにすみたていなづま いとういなづま すみたてからみいなづま ひらいなづま

kamon201[ X ]　『印』　JIS_3075 SJIS_88F3 kamon201[ Y ]　『咽』　JIS_3076 SJIS_88F4 kamon201[ Z ]　『員』　JIS_3077 SJIS_88F5 kamon201[ [ ]　『因』　JIS_3078 SJIS_88F6 kamon201[ \ ]　『姻』　JIS_3079 SJIS_88F7

X Y Z [ \
No. 1061 い2-044 No. 1062 い2-045 No. 1063 い2-046 No. 1064 い2-047 No. 1065 い2-048

丸に平稲妻 角立て重ね稲妻 稲妻菱 石持ち地抜き稲妻菱 角立て結び稲妻
まるにひらいなづま すみたてかさねいなづま いなづまびし こくもちじぬきいなづまびし すみたてむすびいなづま

kamon201[ ] ]　『引』　JIS_307A SJIS_88F8 kamon201[ ^ ]　『飲』　JIS_307B SJIS_88F9 kamon201[ _ ]　『淫』　JIS_307C SJIS_88FA kamon201[ ` ]　『胤』　JIS_307D SJIS_88FB kamon201[ a ]　『蔭』　JIS_307E SJIS_88FC

] ^ _ ` a
No. 1066 い2-049 No. 1067 い2-050 No. 1068 い2-051 No. 1069 い2-052 No. 1070 い2-053

三つ稲妻菱 三つ寄せ稲妻菱 三階稲妻菱 三角稲妻 反り稲妻菱
みついなづまびし みつよせいなづまびし さんかいいなづまびし さんかくいなづま そりいなづまびし

kamon201[ b ]　『院』　JIS_3121 SJIS_8940 kamon201[ c ]　『陰』　JIS_3122 SJIS_8941 kamon201[ d ]　『隠』　JIS_3123 SJIS_8942 kamon201[ e ]　『韻』　JIS_3124 SJIS_8943 kamon201[ f ]　『吋』　JIS_3125 SJIS_8944

b c d e f
No. 1071 い2-054 No. 1072 い2-055 No. 1073 い2-056 No. 1074 い2-057 No. 1075 い2-058

錨 海軍錨 汽船錨 錨片喰 丸に汽船錨
いかり かいぐんいかり きせんいかり いかりかたばみ まるにきせんいかり

kamon201[ g ]　『右』　JIS_3126 SJIS_8945 kamon201[ h ]　『宇』　JIS_3127 SJIS_8946 kamon201[ i ]　『烏』　JIS_3128 SJIS_8947 kamon201[ j ]　『羽』　JIS_3129 SJIS_8948 kamon201[ k ]　『迂』　JIS_312A SJIS_8949

g h i j k
No. 1076 い2-059 No. 1077 い2-060 No. 1078 い2-061 No. 1079 い2-062 No. 1080 い2-063

細輪に錨 四つ錨 錨桐 綱付き錨 枠糸巻
ほそわにいかり よついかり いかりきり つなつきいかり わくいとまき

kamon201[ l ]　『雨』　JIS_312B SJIS_894A kamon201[ m ]　『卯』　JIS_312C SJIS_894B kamon201[ n ]　『鵜』　JIS_312D SJIS_894C kamon201[ o ]　『窺』　JIS_312E SJIS_894D kamon201[ p ]　『丑』　JIS_312F SJIS_894E
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日本の家紋データ集(2000種） 「かもんかもん」Ｖ2．０
収録家紋一覧表

No. 1081 い2-064 No. 1082 い2-065 No. 1083 い2-066 No. 1084 い2-067 No. 1085 い2-068
むくみ糸巻 三つ枠糸巻き 二つ追い稲の丸 稲鶴 抱き稲に向かい雀

むくみいとまき みつわくいとまき ふたつおいいねのまる いねつる だきいねにむかいすずめ
kamon201[ q ]　『碓』　JIS_3130 SJIS_894F kamon201[ r ]　『臼』　JIS_3131 SJIS_8950 kamon201[ s ]　『渦』　JIS_3132 SJIS_8951 kamon201[ t ]　『嘘』　JIS_3133 SJIS_8952 kamon201[ u ]　『唄』　JIS_3134 SJIS_8953

q r s t u
No. 1086 い2-069 No. 1087 い2-070 No. 1088 う2-001 No. 1089 う2-002 No. 1090 う2-003

糸輪に束稲 向かい稲菱 真向き兎 後ろ向き番兎 三つ兎
いとわにたばいね むかいいねびし まむきうさぎ うしろむきつがいうさぎ みつうさぎ

kamon201[ v ]　『欝』　JIS_3135 SJIS_8954 kamon201[ w ]　『蔚』　JIS_3136 SJIS_8955 kamon201[ x ]　『鰻』　JIS_3137 SJIS_8956 kamon201[ y ]　『姥』　JIS_3138 SJIS_8957 kamon201[ z ]　『厩』　JIS_3139 SJIS_8958

v w x y z
No. 1091 う2-004 No. 1092 う2-005 No. 1093 う2-006 No. 1094 う2-007 No. 1095 う2-008

後ろ向き三つ並び兎 後ろ向き三つ兎 波に月に兎 丸に並び唐団扇 中陰唐団扇
うしろむきみつならびうさぎ うしろむきみつうさぎ なみにつきにうさぎ まるにならびとううちわ ちゅうかげとううちわ

kamon201[ { ]　『浦』　JIS_313A SJIS_8959 kamon201[ | ]　『瓜』　JIS_313B SJIS_895A kamon201[ } ]　『閏』　JIS_313C SJIS_895B kamon201[ ~ ]　『噂』　JIS_313D SJIS_895C kamon202[ ! ]　『云』　JIS_313E SJIS_895D

{ | } ~ !
No. 1096 う2-009 No. 1097 う2-010 No. 1098 う2-011 No. 1099 う2-012 No. 1100 う2-013

割り唐団扇 剣三つ唐団扇 小幡団扇 違い団扇 団扇桐
わりとううちわ けんみつとううちわ おばたうちわ ちがいうちわ うちわきり

kamon202[ " ]　『運』　JIS_313F SJIS_895E kamon202[ # ]　『雲』　JIS_3140 SJIS_895F kamon202[ $ ]　『荏』　JIS_3141 SJIS_8960 kamon202[ % ]　『餌』　JIS_3142 SJIS_8961 kamon202[ & ]　『叡』　JIS_3143 SJIS_8962

" # $ % &
No. 1101 う2-014 No. 1102 う2-015 No. 1103 う2-016 No. 1104 う2-017 No. 1105 う2-018

変わり羽団扇 三つ割り羽団扇 米津羽団扇 入れ違い割り羽団扇 羽団扇蝶
かわりはうちわ みつわりはうちわ よねづはうちわ いれちがいわりはうちわ はうちわちょう

kamon202[ ' ]　『営』　JIS_3144 SJIS_8963 kamon202[ ( ]　『嬰』　JIS_3145 SJIS_8964 kamon202[ ) ]　『影』　JIS_3146 SJIS_8965 kamon202[ * ]　『映』　JIS_3147 SJIS_8966 kamon202[ + ]　『曳』　JIS_3148 SJIS_8967

' ( ) * +
No. 1106 う2-019 No. 1107 う2-020 No. 1108 う2-021 No. 1109 う2-022 No. 1110 う2-023

石持ち地抜き三つ鱗 剣三つ鱗 三つ組み合わせ鱗 七つ繋ぎ鱗 五つ鱗車
こくもちじぬきみつうろこ けんみつうろこ みつくみあわせうろこ ななつつなぎうろこ いつつうろこぐるま

kamon202[ , ]　『栄』　JIS_3149 SJIS_8968 kamon202[ - ]　『永』　JIS_314A SJIS_8969 kamon202[ . ]　『泳』　JIS_314B SJIS_896A kamon202[ / ]　『洩』　JIS_314C SJIS_896B kamon202[ 0 ]　『瑛』　JIS_314D SJIS_896C

, - . / 0
No. 1111 う2-024 No. 1112 う2-025 No. 1113 う2-026 No. 1114 う2-027 No. 1115 う2-028

六つ鱗 三つ盛り三つ鱗 相馬繋ぎ馬 石持ち地抜き八重梅 三つ割り星梅鉢
むつうろこ みつもりみつうろこ そうまつなぎうま こくもちじぬきやえうめ みつわりほしうめばち

kamon202[ 1 ]　『盈』　JIS_314E SJIS_896D kamon202[ 2 ]　『於』　JIS_3177 SJIS_8997 kamon202[ 3 ]　『汚』　JIS_3178 SJIS_8998 kamon202[ 4 ]　『甥』　JIS_3179 SJIS_8999 kamon202[ 5 ]　『凹』　JIS_317A SJIS_899A

1 2 3 4 5
No. 1116 う2-029 No. 1117 う2-030 No. 1118 う2-031 No. 1119 う2-032 No. 1120 う2-033

三つ割り向こう梅 八重向こう梅 陰八重向こう梅 中陰三つ割り向こう梅 裏梅
みつわりむこううめ やえむこううめ かげやえむこううめ ちゅうかげみつわりむこううめ うらうめ

kamon202[ 6 ]　『央』　JIS_317B SJIS_899B kamon202[ 7 ]　『奥』　JIS_317C SJIS_899C kamon202[ 8 ]　『往』　JIS_317D SJIS_899D kamon202[ 9 ]　『応』　JIS_317E SJIS_899E kamon202[ : ]　『押』　JIS_3221 SJIS_899F
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収録家紋一覧表

No. 1961 り2-018 No. 1962 り2-019 No. 1963 ろ2-001 No. 1964 ろ2-002 No. 1965 ろ2-003
亀甲立鼓 変わり立鼓 六葉 六角三つ割り六葉 裏六葉

きっこうりゅうこ かわりりゅうこ ろくよう ろっかくみつわりろくよう うらろくよう
kamon211[ 5 ]　『予』　JIS_4D3D SJIS_975C kamon211[ 6 ]　『余』　JIS_4D3E SJIS_975D kamon211[ 7 ]　『与』　JIS_4D3F SJIS_975E kamon211[ 8 ]　『誉』　JIS_4D40 SJIS_975F kamon211[ 9 ]　『輿』　JIS_4D41 SJIS_9760

5 6 7 8 9
No. 1966 ろ2-004 No. 1967 ろ2-005 No. 1968 ろ2-006 No. 1969 ろ2-007 No. 1970 わ2-001

水野陰紐六葉 丸に一つ蝋燭 丸に二つ蝋燭 細輪に三つ蝋燭 石持ち地抜き三本蕨
みずのかげひもろくよう まるにひとつろうそく まるにふたつろうそく ほそわにみっつろうそく こくもちじぬきさんぼんわらび

kamon211[ : ]　『預』　JIS_4D42 SJIS_9761 kamon211[ ; ]　『傭』　JIS_4D43 SJIS_9762 kamon211[ < ]　『幼』　JIS_4D44 SJIS_9763 kamon211[ = ]　『妖』　JIS_4D45 SJIS_9764 kamon211[ > ]　『容』　JIS_4D46 SJIS_9765

: ; < = >
No. 1971 わ2-002 No. 1972 わ2-003 No. 1973 わ2-004 No. 1974 わ2-005 No. 1975 わ2-006

蕨梅 蕨桜 変わり結綿 二つ結綿 結綿菱
わらびうめ わらびざくら かわりゆいわた ふたつゆいわた ゆいわたびし

kamon211[ ? ]　『庸』　JIS_4D47 SJIS_9766 kamon211[ @ ]　『揚』　JIS_4D48 SJIS_9767 kamon211[ A ]　『利』　JIS_4D78 SJIS_9798 kamon211[ B ]　『吏』　JIS_4D79 SJIS_9799 kamon211[ C ]　『履』　JIS_4D7A SJIS_979A

? @ A B C
No. 1976 わ2-007 No. 1977 わ2-008 No. 1978 わ2-009 No. 1979 わ2-010 No. 1980 わ2-011

丸に対い結綿 三つ割り結綿 三つ寄せ結綿 二重輪 三重輪
まるにむかいゆいわた みつわりゆいわた みつよせゆいわた にじゅうわ さんじゅうわ

kamon211[ D ]　『李』　JIS_4D7B SJIS_979Bkamon211[ E ]　『梨』　JIS_4D7C SJIS_979Ckamon211[ F ]　『理』　JIS_4D7D SJIS_979D kamon211[ G ]　『璃』　JIS_4D7E SJIS_979E kamon211[ H ]　『痢』　JIS_4E21 SJIS_979F

D E F G H
No. 1981 わ2-012 No. 1982 わ2-013 No. 1983 わ2-014 No. 1984 わ2-015 No. 1985 わ2-016

陰輪 子持ち輪 竹輪 菊輪 梅輪
かげわ こもちわ たけわ きくわ うめわ

kamon211[ I ]　『裏』　JIS_4E22 SJIS_97A0 kamon211[ J ]　『裡』　JIS_4E23 SJIS_97A1 kamon211[ K ]　『里』　JIS_4E24 SJIS_97A2 kamon211[ L ]　『離』　JIS_4E25 SJIS_97A3 kamon211[ M ]　『陸』　JIS_4E26 SJIS_97A4

I J K L M
No. 1986 わ2-017 No. 1987 わ2-018 No. 1988 わ2-019 No. 1989 わ2-020 No. 1990 わ2-021

月輪 雪輪 外雪輪 源氏輪 藤輪
つきわ ゆきわ そとゆきわ げんじわ ふじわ

kamon211[ N ]　『律』　JIS_4E27 SJIS_97A5 kamon211[ O ]　『率』　JIS_4E28 SJIS_97A6 kamon211[ P ]　『倭』　JIS_4F41 SJIS_9860 kamon211[ Q ]　『和』　JIS_4F42 SJIS_9861 kamon211[ R ]　『話』　JIS_4F43 SJIS_9862

N O P Q R
No. 1991 わ2-022 No. 1992 わ2-023 No. 1993 わ2-024 No. 1994 わ2-025 No. 1995 わ2-026

片藤輪 波輪 薄丸輪 唐草輪 雁木輪
かたふじわ なみわ すすきまるわ からくさわ がんぎわ

kamon211[ S ]　『歪』　JIS_4F44 SJIS_9863 kamon211[ T ]　『賄』　JIS_4F45 SJIS_9864 kamon211[ U ]　『脇』　JIS_4F46 SJIS_9865 kamon211[ V ]　『惑』　JIS_4F47 SJIS_9866 kamon211[ W ]　『枠』　JIS_4F48 SJIS_9867

S T U V W
No. 1996 わ2-027 No. 1997 わ2-028 No. 1998 わ2-029 No. 1999 わ2-030 No. 2000 わ2-031

太雁木輪 石持ち地抜き輪違い 角輪違い 三つ輪違い 中輪に割り輪違い
ふとがんぎわ こくもちじぬきわちがい かくわちがい みつわちがい ちゅうわにわりわちがい

kamon211[ X ]　『鷲』　JIS_4F49 SJIS_9868 kamon211[ Y ]　『亙』　JIS_4F4A SJIS_9869 kamon211[ Z ]　『亘』　JIS_4F4B SJIS_986A kamon211[ [ ]　『鰐』　JIS_4F4C SJIS_986B kamon211[ \ ]　『詫』　JIS_4F4D SJIS_986C

X Y Z [ \
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