
徳川葵 本多立ち葵 今川赤鳥 下り藤 丸に下り藤 丸に上り藤 黒田藤巴

上り藤三つ藤巴 東六條藤 六條藤

羽子板 旭光 中陰五つ成瓢

糸輪に真向き帆 九曜 長門三つ星

十六割寓生花 隅立て井筒 汽船錨 抱き稲 七つ蛇の目 蛇の目九星

丸に三つ割り二木

三つ大の字

丸に十文字

三つ盛り亀甲に花菱

閑院宮家紋章 有栖川菊

一文字 丸に一文字 丸に万字 無文字直江兼続前立て

立ち杜若 立ち杜若

結び釡敷き九曜 十六菊 秋篠宮家紋章 三笠宮家紋章 常陸宮家紋章

三つ盛り亀甲に三つ葉

大一大万大吉

蛇の目

梨本宮家紋章 十菊裏菊 菊に一文字 菊水 抱き菊の葉に菊 菊菱に向かい葉

秩父宮家紋章 桂宮家紋章 有栖川宮家紋章 高円宮家紋章 高松宮家紋章



文晁桐 丸に五三桐 五三桐 五七桐

丸に琴柱

九枚笹 竹に二羽飛び雀 笹竜胆

八つ笄車 中輪に三つ違い釘抜き 轡 三つ組み鍬形 葛の花 左万字

加納輪宝

丸に打板

輪宝 大岡越前守定紋 宝結び 有職鶴 浮線蝶 対い蝶

丸に打板 打板 丸に違い丁字 六つ組丁字 中津団扇 北條鱗

藤輪 外藤輪 東六條藤 丸に隅立て四つ目 隅立て四つ目四つ目菱

丸に立ち沢瀉 福島沢瀉 長門抱き沢瀉

立ち沢瀉

丸に蔦 蔦 真田六文銭 永楽通宝

糸輪に蔓三つ銀杏 五つ銀杏 丸に剣三つ銀杏 三つ銀杏 三つ銀杏に片喰 中輪に三つ銀杏 秋元瓜

五瓜に抱き茗荷 五瓜に二つ巴 五瓜に二木 五瓜に唐花 五瓜に片喰 五瓜に桔梗 五瓜に丸に二引き



五瓜に丸に三引き 五瓜に三つ巴 五瓜に三つ地紙 五瓜に三つ柏 五瓜に三松 五瓜に三つ目菱 五瓜に扇

五瓜に桜 五瓜に三階菱 五瓜に三階松 五瓜に橘 五瓜に武田菱 五瓜に違い鷹の羽 五瓜に梅鉢 

五瓜に四つ目 一重瓜に木瓜 陰五瓜に唐花 石持ち地抜き瓜に唐花 丸に五瓜に唐花 織田瓜 尻合せ三つ梅

梅 梅鉢 加賀梅鉢 丸に梅鉢 違い扇 五本骨扇 日の丸扇  

糸輪に尻合せ三本扇 陰の五本骨扇 陰渡辺扇 重ね扇 丸に違い扇 丸に日の丸扇丸に五本骨扇

丸に並び扇 中輪に三本並び扇 並び扇 大房扇 扇に地抜き釘抜き 三本重ね扇 三本扇

総陰丸に扇 横重ね扇 細輪に玉垣 玉垣 糸輪に紐付き二階笠 糸輪に二階笠 丸に笠

三つ寄せ笠 三階笠 陰雁金 雁金 石持ち地抜き雁金 丸に二つ雁金 増山雁金



中陰唐花 陰三つ柏 片手蔓柏 石持ち地抜き三つ柏 丸に出三つ柏 丸に三つ柏 丸に蔓柏

松葉柏 三つ柏 蔓柏 八重三つ柏 土佐柏 菱地抜き方喰 細菱に片喰

三つ重ね雁金 三つ盛り雁金 二つ雁金 総陰丸に扇 鍵桐 離れ唐花 陰唐花

唐花 石持ち地抜き唐花 丸に中陰唐花 三つ盛り唐花 中輪に陰の唐花 中輪に唐花 外雪輪に唐花

細中陰方喰 糸菱に陰菱出方喰 陰片喰 片喰 石持ち地抜き方喰 丸に剣片喰 丸に片喰

丸に四つ片喰 三つ盛り片喰 隅切り地抜き方喰 鉄砲菱に方喰 中陰方喰 四つ片喰 剣片喰

丸に陰片喰 七つ片喰 頭合せ三つ桔梗 太陰桔梗 菱持ち地抜き桔梗 比翼桔梗 糸菱に桔梗

糸輪に陰桔梗 陰桔梗 桔梗 石持ち地抜き桔梗 丸に大の字桔梗 太田桔梗 尻合せ三つ桔梗



尻合せ三つ洲浜 総陰丸に洲浜 洲浜 中陰洲浜 中陰洲浜桐 陰橘 石持ち地抜き橘

陰洲浜に木瓜 石持ち地抜き洲浜 丸に頭合せ三つ洲浜 丸に尻合せ三つ洲浜 丸に洲浜 丸に蔓三つ洲浜 三つ盛り洲浜

総陰丸に地紙 中陰地紙に桔梗 中陰三つ地紙 頭合せ三つ洲浜 違い洲浜 比翼洲浜 糸輪に陰洲浜

丸に頭合せ三つ地紙 丸に陰の重ね地紙 三つ重ね地紙 三つ地紙 三つ地紙に地抜き州浜 三つ地紙に釘抜き 三つ地紙に九曜

三味駒 四つ三味駒菱 頭合せ三つ地紙 糸輪に陰陽重ね地紙 地紙に地抜き三つ巴 地紙に三階菱 重ね地紙

石持ち地抜き桜 丸に桜 桜 中陰桜 丸に二つ三味駒 三つ盛り三味駒 向い三味駒

源氏車に並び切竹 源氏車に並び鷹の羽 源氏輪 源氏輪に二つ切竹 源氏輪に並び矢 陰源氏車 六つ陰源氏車に三つ星

中陰桔梗 組み合わせ角に桔梗 源氏車 源氏車に違い違い矢 源氏車に違い鷹の羽 源氏車に違い矢 源氏車に林の角字



丸に橘 橘 丸に橘（彦根橘） 違い鷹の羽 石持ち地抜き違い鷹の羽 丸に違い鷹の羽 丸に一つ鷹の羽

丸に並び鷹の羽 中輪陰違い鷹の羽 中輪に違い鷹の羽 並び鷹の羽 左二つ巴 左三つ巴 菱に地抜き三つ巴

菱に三つ巴 陰陽二つ巴 陰右三つ巴 陰の左三つ巴 石持ち地抜き三つ巴 丸に左二つ巴 丸に左三つ巴

右二つ巴 右三つ巴 釣巴 中陰左二つ巴 熨斗輪 熨斗輪に違い鷹の羽 熨斗輪に違い矢

熨斗輪に陰三つ星 熨斗輪に雁金 熨斗輪に釘抜き 熨斗輪に三つ星に一 熨斗輪に三つ巴 熨斗輪に三つ井筒 熨斗輪に三つ銀杏

熨斗輪に三つ柏 熨斗輪に三つ鱗 熨斗輪に扇 熨斗輪に桜 熨斗輪に橘 太陰の花菱 花菱

菱に地抜き花菱 細中陰の花菱 石持ち地抜き花菱 丸に花菱 丸に四方花菱 三つ盛り花菱 三つ盛り亀甲に花菱

三つ寄せ盛り花菱 四方花菱 総陰の花菱 隅立て花角 中陰菱に花菱 中陰の花菱 四つ花菱



四つ花角 丸に二つ引き 丸に三つ引き 丸の内に三つ引き 竪三つ引両 丸に一つ引き 菱に花菱

菱に木瓜 菱に梅花 変り幸菱 石持ち地抜き松皮菱 子持ち菱に二つ巴 子持ち菱に万字 丸に三階菱

松皮菱 松皮菱に蔓柏 大内菱 幸菱崩し 三階菱 武田菱 中陰松皮菱

中陰松皮菱に片喰 中陰三階菱 丸に武田菱 分銅 分銅梅鉢 比翼分銅 糸輪に三つ分銅

丸に分銅

瓶子 六つ瓶子

三つ重ね分銅 三つ重ね分銅に一 並び分銅 丸に分銅 中陰分銅 房付き瓶子

鞠挾み 鞠挾みに違い鷹の羽 鞠挾みに花菱 鞠挾みに片喰 鞠挾みに丸に二引き

鞠挾みに三つ星 鞠挾みに立花 鞠挾みに梅鉢 鞠挾みに四つ目 丸に鞠挾み 三つ盛り鞠挾み 荒枝付左三階松

頭合せ三つ松 丸に荒枝付右三階松 丸に左三階松 三つ松 抱き茗荷 陰抱き茗荷 石持ち地抜き抱き茗荷



丸に抱き茗荷 丸に陰陽抱き茗荷 丸に陰抱き茗荷 細輪三つ盛り木瓜 庵木瓜 陰木瓜に二つ巴 石持ち地抜き木瓜

丸に木瓜 三つ盛り木瓜 木瓜 木瓜に二つ引き 木瓜に四つ目 立木瓜 垂れ角に出木瓜

内田木瓜 山形に木瓜 違い矢 入れ違い矢 陰違い矢 丸に違い矢 違い矢筈

太輪に陰矢筈 入れ違い矢筈 陰矢筈 丸に違い矢筈 丸に矢筈 三つ重ね並び矢筈 三つ組み違い矢筈

中輪に三つ並び矢筈 中輪に並び矢筈 並び矢 並び矢筈 矢筈 外雪輪に抱き茗荷 雪輪菱に桔梗

雪輪菱に立花 二つ立鼓 丸に立鼓 丸に中陰立鼓 三つ盛り立鼓 三つ並び立鼓 三つ立鼓

立鼓三つ寄せ立鼓


