
Webフォントの最新事情と 
導入効果

～フォントの楽しさも語ります～
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文字オタク ITオタク 天体オタク テニスオタク

Webフォント エバンジェリスト
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せきぐち　 ひろゆき

関口 浩之
ソフトバンク・テクノロジー株式会社

自己紹介

1960年 　群馬県桐生市生まれ 
1980年代 　日本語DTPシステム、プリンタ・プロッタの製品開発　 
1990年代 　インターネット検索サービス、プロバイダの立ち上げ 
2000年代 　EC決済センター、ECサイト構築のプロデューサー 
現在  　日本語Webフォントサービス「FONTPLUS」製品担当       



日刊デジタルクリエイターズ（デジクリ）で 
　　　　　　　　　　「もじもじトーク」連載しています

!
http://blog.dgcr.com/mt/dgcr/
archives/i/20140711140100.html

http://blog.dgcr.com/mt/dgcr/
archives/i/20140724140100.html
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“もじもじトーク” で検索 
記事がおもしろかったら [いいね！] していただけるとうれしいです…

http://blog.dgcr.com/mt/dgcr/archives/i/20140711140100.html
http://blog.dgcr.com/mt/dgcr/archives/i/20140724140100.html
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文字を観たこと 
ありますか？



かなは明朝体
漢字はゴシック体

アンチック体
といいます

こうなっているの知ってました？
漫画のふきだしで使われる書体は

http://d.hatena.ne.jp/uakira/20060512
アンチック体　＊引用: Hatena uakiraさんより
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ポスターの文字を　 
　  観察してみましょう

http://d.hatena.ne.jp/uakira/20060512


言葉のニュアンスに合った
書体で表現していますよね！

コミックレゲエ スーラ

ロウディ

スランプ

くろかね

どっかで見たことある書体ですね～　パズドラで使われています http://matome.naver.jp/odai/2139494599241242401
コミックやテロップで使用されている素敵な書体たち

引用: Naverまとめより 6

テレビのテロップを　 
　  観察してみましょう



明朝体だけど丸っこい

このフォントは
カタオカデザインワークスの

おいしそうな文字
　　　　　　　　　   ですよね！
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ゴシック体には丸ゴシックあるんだから、 
　　　　　　　　　　明朝体に丸明朝があってもいいよね～



東京の夜景が一望できる 
Six Apart ホテル

バナーサンプル1
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東京の夜景が一望できる 
Six Apart ホテル

バナーサンプル2
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バナーサンプル3
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東京の夜景が一望できる 
Six Apart ホテル



バナーサンプル4
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東京の夜景が一望できる 
Six Apart ホテル



バナーサンプル5
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東京の夜景が一望できる 
Six Apart ホテル



フォントは 
単なるパーツじゃない
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http://gigazine.net/news/20140612-science-of-font/
引用: GIGAZINE 2014年6月12日より



コンテンツの美観

情報の重みづけ

情緒表現
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フォントは
情報を的確に
伝えるための

重要なアート
15
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　 !

文字の歴史
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Movable Typeを直訳してみました…
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15世紀に遡り…

活版印刷機 
の発明により、一度にたくさんの書物が配布できるようになった
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書籍欧文の活版（鋳造活字）



日本語の活版（鋳造活字）
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欧文なら鋳造する活字数は100文字あれば間に合いますが、
日本語は漢字/ひらがな/カタカナ/アルファベットを駆使する
民族なので、1書体あたり1万とか2万文字必要になります。 
ですので、鋳造する活字数は膨大です。また、文字の大きさ
（級数）毎に活字セットを鋳造する必要があります。 
でも、手書きで100冊書籍を作成するより効率的です！ 
!



写植（写真植字）
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写植機と写植文字盤です。 
写真植字の登場で文字の大きさ毎（級数毎）
に文字を作成する必要がなくなりました。 



DTP（デスクトップパブリッシング）

22
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インターネットの時代へ



1990年代後半は使用できる 
　　　システムフォントが少なかった…
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http://www.w3.org/TR/css-fonts-3/
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ブラウザ上に 
直接さまざまなフォントが 
表示できるようになった

引用: W３ホームページより

http://www.w3.org/TR/css-fonts-3/


　 

Webフォントとは？

27



デバイスやOSを気にせず、同じフォントで表示できる

Mac OS や iOS Windows Android

ヒラギノなど MS P ゴシック / メイリオなど 新ゴ, マルベリなど

Webフォントを 
　　　活用すれば…

例）  
font-family: “FOT-筑紫明朝 Pro D”;

OSや端末ごとにシステムフォントはまちまち
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font-family: 

あなたのWebサーバ

HTML, CSS, …

配信フォーマット

〇〇フォントください 

と

クラウドサービス

(スマート or バリュー)

Webフォントシステム概要

…

Webフォント

User Agentを判断し

最適なフォーマットで配信 
必要な文字(グリフ)のみ

ライセンス方式は二通り

FONTPLUS 閲覧ユーザー

 ”MatisseElegantoPro-DB”; 
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海外のWebフォント事情

30



海外ではWebフォントが 
当たり前のように利用されている

http://www.nike.com/us/en_us/
31

http://www.nike.com/us/en_us/
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海外のWebフォントサービス一覧

サービス名 URL

Google Web Fonts http://www.google.com/fonts/

fonts.com http://webfonts.fonts.com/

Typekit http://typekit.com/

Fontdeck http://fontdeck.com/

Webtype http://www.webtype.com/

WebINK http://www.webink.com/

Typotheque http://www.typotheque.com/webfonts/

Web Type (Ascender) http://www.ascenderfonts.com/webfonts/

Fonts Live http://www.fontslive.com/

TypeFront http://typefront.com/

Kernest http://kernest.com/

Font Me Up http://fontmeup.com/
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http://www.google.com/fonts/
http://fonts.com
http://webfonts.fonts.com/
http://typekit.com/
http://fontdeck.com/
http://www.webtype.com/
http://www.webink.com/
http://www.typotheque.com/webfonts/
http://www.ascenderfonts.com/webfonts/
http://www.fontslive.com/
http://typefront.com/
http://kernest.com/
http://fontmeup.com/


　 

日本のWebフォント事情 
3年間の歩み

34



日本語Webフォントサービス一覧
サービス名 会社名

FONTPLUS(フォントプラス) ソフトバンク・テクノロジー

TypeSquare(タイプスクウェア)　 モリサワ

デコもじ シーサー

アマナイメージズ  WEBフォント アマナイメージズ

もじでぱ 緑屋電気

主要フォントメーカーの700書体以上使える百貨店

フォントメーカー最大手モリサワ直営店
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2011年 
アーリーアダプター期

2012年 
先端技術好きな制作会社が 
特設サイト等で活用

2014年4月 
WinXPサポート終了

コーダー主導 
テクニカルな活用

デザイナー主導 
スペシャルコンテンツ

ディレクター主導 
グローバルナビや見出し

サイトオーナー層 
ブランディング

2014年 
日本語Webフォントを 
あたり前に利用する時代へ

モダンブラウザ化加速

海外Webフォントに遅れること１年… 
2011年に各社から 

日本語Webフォントサービスがスタート

日本語Webフォント3年間の変遷

2013年 
表示速度の大幅改善で 

日本語Webフォントが注目し始める 
大手企業も導入開始
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2013年5月14日までの 
旧FONTPLUS

2013年5月15日以降の 
現行FONTPLUS

日本語Webフォントは利用したいけど 
表示が遅いかならなぁ… 
と思っていませんか？　

高速表示の時代へ
37

http://goo.gl/eEOIrI表示速度比較動画（約5MB）
FONTPLUSサーバの切替日に、2台のiPadから新旧サーバへのjsタグを貼り、 
iPhoneで動画撮影したものです。接続回線は2台ともにiPhoneテザリングです。

http://goo.gl/eEOIrI


2012年の代表例（日本語ウェブフォント黎明期）

ご自分のTwitterアカウントまたは有名人アカウントを入力して
みてください。TwitterAPIで複数のタイムライン取得し、さま
ざまなフォントでモーションタイポグラフィ実現。形態素解析
した後に文字サイズ変更を施し３D表示しました。 
※ Internet Explorerでは3Dに対応していません。 

魚の泳ぐ様子をウェブフォントで表現。魚をクリックすると
詳細説明がでてきます。魚の特徴や習性に応じた書体選びを
しています。Webフォントなので、文字の高さを可変的に変
更できますし、色変更も自由自在です。　 
※ 推奨ブラウザはパソコンChrome/Firefoxです。

http://kuri.nifty.com/seesea/ http://pr.fontplus.jp/sample/02/

ウェブフォントアワード２０１１（マイナビ WebDesigning主催）

Webフォントアワード 2011最優秀賞

http://pr.fontplus.jp
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Webフォントアワード 2011主催者事例

http://kuri.nifty.com/seesea/
http://pr.fontplus.jp/sample/02/
http://pr.fontplus.jp/sample/02/
http://pr.fontplus.jp


http://eiganokotoba.jp/
映画に相応しい書体といえば字幕フォント
（ニューシネマ）ですね。Webフォントを
映画キャプションのみに適用し、サイトの
テーマ「映画の言葉」の世界観を見事に表
現しています。

20世紀フォックス ジャパン様

2013年はスペシャルコンテンツで普及

http://ynn.jp/
コンテンツの楽しさをロダンと筑紫明朝
で表現することでアピール力が大幅アップ。
動画の数だけ文字を画像で制作してまし
たがメンテナンスビリティが格段に改善。 
APIを活用し非同期コンテンツに対応。

よしもとクリエイティブエージェンシー様
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http://eiganokotoba.jp/
http://eiganokotoba.jp/
http://ynn.jp/
http://ynn.jp/


http://www.kelloggs.jp/

日本ケロッグ様

グローバルナビゲーションや見出しにスーラを採用。メインビジュアル
のキャッチコピーもWebフォントを採用したことでブランディング、SEO
対策、Web制作効率化が同時に実現しました。

2014年はサービスサイトや 
コーポレートサイトでの導入が増加

40

http://www.kelloggs.jp/


http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

小田原市公式ホームページ様
日本広報協会 

全国広報コンクール 
2014 入選！！
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http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/announcing/promotion/h26award.html

全国広報コンクール・ウェブサイト（市部）部門で入選！！

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/announcing/promotion/h26award.html


　 

どうすれば 
Webフォント 
使えるの？
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導入はむずかしいの？

マークアップ方法は次ページにて
43

システムフォント http://goo.gl/kZTaKh

Before

Webフォント（コメット, アポロ, ロダンNTLGを使用）
http://goo.gl/BwNz1V

After



元のhtmlソースBefore

基本は2ステップ

44
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Webフォント導入後htmlソース

! FONTPLUSのJSタグを貼付ける

After
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Before 元のCSSソース After Webフォント導入後CSSソース

! font-familyを記述する



でも日本語って重くないの？
■もじもじトーク［02］Webフォント基本講座（1）／関口浩之。前回、デジクリデビューしました関口浩之です。前回は「デジタルフォントが豊富に手に入る時代」と題
して、文字の持つ情報伝達力について、そしてデジタルフォント化によって広がる表現力についてのお話をしました。今回のテーマはWebフォントです。「Webフォントっ
てなに？」って方もいると思いますので、まずは「Webフォントの基本講座パート1」をお送りします。かなり基本的なお話ですので、知ってるよって方はスルーしてくださ
い（笑）●システムフォントと画像文字、そして、Webフォントまず、この二つのバナーサンプルを見比べてください。おっ、なんか、懐かしいバナーですね。月曜日にデ
ジクリ書かれてる川合さんとこのイベントです。<http://goo.gl/gfhr3s>　←　画像文字<http://goo.gl/jLtYIB>　←　Webフォント原寸表示だと同じに見えるかもしれま
せんが、拡大表示してみてください。画像文字のほうは、拡大すると文字がだんだんギザギザしてきますよね。Webフォントのほうは、いくら拡大してもギザギザにならず
にきれいですよね！ブラウザに文字を表示させる方法は、一般的に二通りあります。まずひとつはパソコンやタブレットなどに入っている、システムフォントで表示させる方
法です。もうひとつは、画像編集ソフトなどで作成した画像文字を表示させる方法です。「えっ、なんでわざわざ文字を画像で作らなくちゃいけないの？」と素朴な疑問を
お持ちの方はいませんか？　そんな方はこちらのバナーサンプルをご覧ください。<http://goo.gl/yKuDRC>　←　システムフォントなんかあっさりしすぎですよ......。やは
り、キャッチコピーや見出しには、お気に入りのフォントで表現したいですよね。なので、画像編集ソフトでボタンやバナーをせっせと制作してました。日本語Webフォン
トが登場するまでは。●日本語Webフォントサービスの登場システムフォントは、プラットフォームやOSバージョンによってまちまちです。搭載されてるフォントは数書体
（ゴシック体と明朝体）なのが一般的です。MacOSXにはヒラギノ書体、Windows7や8ではMSゴシックやメイリオなどが標準搭載されています。ブラウザはアウトライン
フォントが表示できるんだから、筑紫明朝とかUD新ゴNTとかを、Webサーバから配信すればいいじゃんと思ってましたが、フォントワークスLETSや
MORISAWAPASSPORTでは、そのような利用方法は使用許諾範囲外です。では、ライセンス上そのような使い方が許諾されているフリーフォントを探して、Webサーバー
に置いて使える形式に変換して利用することを考えてみましょう。でも、フォントをフルセット配信すると3～15MBと大きなフォントデータになってしまいますね。なぜな
ら、日本語はAdobe-Japan1-6（Pr6）を例にとると2万3千文字以上あるからです。また、Webフォントフォーマットは何種類もあって（WOFF/EOT/SVG/OFT/TTF）、
ブラウザごとにデータを出し分けしないといけないのです。自分でWebフォント配信する仕組みを作るのは、かなりしんどいですね。そこで、3年ぐらい前から日本語対応
したWebフォントサービスが5社から提供開始され始めました。FONTPLUS、TypeSquare、デコもじ、アマナイメージズWEBフォント、もじでぱの5つです。PV数などに
応じて料金が掛かりますが、Webフォントサービスの料金には各フォントメーカーのWebフォント使用許諾料が含まれているので、安心して使用できます。また、そのペー
ジで使用している必要な文字だけを配信するので、フォントデータ容量が軽くすみます。この記事の総文字数とユニー文字数（重複文字は1文字で計算）、Webフォントデー
タサイズを計算してみました！総文字数：2,568文字ユニーク文字数：397文字配信データサイズ：約50KB　※ロダンNTLGのWOFF形式おおぉ、ひらがなとかは結構重複
しているので397文字しかないのですね。このページをWebフォントで作成してみました。書体はロダンNTLGです。実際にChrome開発ツールなどでダウンロード容量を
確かめてみてください。たしかに約50KBですよね......。重くない......。<http://goo.gl/5yeMB6>注：編集部が原稿整理しているので、まったく同一ではありません●Web
フォントって何がいいの？（閲覧者視点）あなたのホームページの訪問者にとっては、文字が画像で作られているか、Webフォントで作られているかを気にして読んでいる
人は少ないと思います。なぜなら、そのサイトに欲しい情報があるかないかのほうが重要だからです。でも、こんなことでイライラしたことありませんか？・お店の名前や
住所がコピーできない・電話番号をタップしても電話がかけられない・商品名をコピペしたかったけどコピーできなかった・ナビゲーションの文字や見出しの文字が読みづら
いそうです。このようなケースは、文字は画像文字なのです。僕は気に入ったフレーズをWebサイトで見かけるとコピペしたくなるのですが、マウスでドラッグしてコピーし
ようとしたら、「名前を付けて画像を保存」と出てきてコピペできないことが多いんですよね。あと、僕は出張が多いので、宿泊するホテル名と住所を自宅にメールしよう
としたら「あれ～、画像文字じゃん」てことで、紙でメモしてからメールすることも少なくありません。前もって宿泊先を家族に伝えることを忘れているのも問題なんです
が......。Webフォントを利用すれば、デザイン性を損なうことなく、文字をテキスト化することができます。なので、ユーザーエクスペリエンスの向上につながります。最後
に、自分の会社のWebフォントサービスのPRになってしまいますが、FONTPLUSの無料トライアル版の利用方法ページを記載しますので、ご興味のある方は、一度、実際
に試してみることをおすすめします。<http://goo.gl/jmwlWp次回は、WebサイトオーナーやWeb制作会社にとっての日本語Webフォントの導入メリットをお送りする予定
です。

この文章の全文字数は 2,616文字 ありますが…
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400字詰め原稿用紙で6枚半

http://goo.gl/5yeMB6
http://goo.gl/jmwlWp


■もじトーク［02］Webフォン基本講座（1）／関口浩之こんにちは。前回、デジリビュしまたです「タルが豊富手
入る時代」と題て文字の持つ情報伝達力いそ化よっ広表現お話を今テマな？方思ずパ送りか的知スくださ笑●シム画
像二バナサプ見比べ懐ね月曜日書れ川合イベ<htp:/go.lfr3s>　←jLYIB原寸示同えせ拡大みほうギザきら！ブラウ法一
般通あひソコやレッど編集作成わざゃけ素朴疑問ご覧yKuDRCぎキャチピ出気ボ制語登場OSョ搭載数体ゴ明朝MacX
ヒノindw78メオ標準ア筑紫U新NT配信ばワEAP利用使許諾範囲外セ上探置形式変換考ょ～5ぜ-J6例万千以何種類FVG
分自仕組年ぐ対応社提供開始めqズぱ料金掛各カ含安心ペ必要容量軽記事総ユニ重複計算：,9約※ロダぉ結構実際m発
ツド確注部稿整理閲者視点ホ訪読人少欲・店名住所電番号商品ゲづケ僕グ付保存多張宿泊宅紙モ先家族忘性損エ向最
後会無版興味度試次導予定

ユニーク文字数（ユニークグリフ数）　403文字　

defghijlmnopqrstuwy　、。「」～あいうえぉおかがきぎくぐけこごさざしじすずせぜそただちっつづてでとどなに
ねのはばぱひべほまみめもゃやょよらりるれわをんアイウエォオカキギクグケゲコゴサザシジスズセソタダチッツテデ
トドナニノバパヒビピフブプベペホボマムメモャュユョラリルレロワン・ー一万上之予事二人今仕付代以会伝住体何作
使例供保信像僕先入出分利制前力化千原口号各合同名向含味品商問回囲基報場変外多大始字存宅安定実家容宿富寸対
導少川年広店度座式張形後心必忘応思性情懐成所手拡持掛探提換損搭数整文料新方族日明時曜書最月朝本朴構標次欲
比気泊法注浩準点無版現理用画番疑発登的知確示社種稿笑筑算範約紙素紫組結総編置考者自興般表複要見視覧計記訪
許試話語読諾講豊軽載送通達部配重量金開関閲際集電題類,-./012356789:<>A！（）／：？［］BCDEFGIJKLMNOPR
※STU←VWXY■●abc 

コード順でソートしました　　

48

実際の配信は 403文字 です
重複している文字は1文字（グリフ）なので…



http://goo.gl/Hf4FiA

文字数カウントツールのご紹介　※社内開発ツールにつき、非公式ツールです
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全文字数： 2616 
ユニーク文字数： 403

本ツールで解析しらユニーク文字列をコピーして、 
FONTPLUSの試し書き機能にペーストすれば、 
利用したい書体の配信データサイズが確認できます。

http://fontplus.sakura.ne.jp/count/UniqueCount.php


403文字のデータ容量は？

ロダンNTLG Pro Mの場合

http://goo.gl/5yeMB6

ロダンNTLG Pro M: 
 　Adobe-Japan1-4 
　15,444文字 
　2658.012KB 
　（約2.6MB）

WOFF形式なら約50KB  ※見出しだけなら5KBぐらい
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ゴシック体で

http://fontplus.sakura.ne.jp/mojimojitalk/


筑紫明朝 Pr6 Rの場合

http://goo.gl/gbfUBa

筑紫明朝 Pr6N R: 
　Adobe-Japan1-6 
　23,058文字 
　12214.268 KB 
　（約12.2MB）

WOFF形式なら約115KB  ※見出しだけなら10KBぐらい
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明朝体で

http://fontplus.sakura.ne.jp/mojimojitalk/index02


本文含む全てWebフォント適用のホームページでの 
配信データ容量とブラウザイベントログの事例

http://soyandco.com

明治十二年創業
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S OY & C O. 1 8 7 9 （ソイアンドコー）

画像データ取得と平行してWebフォントもダウンロード

※見出しも本文もすべてWebフォントを適用しています

http://soyandco.com


中国語 韓国語

デザイナー御用達のプロ用フォントが700書体使える！

価格体系

FONTPLUSの料金体系

ヒラギノ書体

http://webfont.fontplus.jp/service/plan
スマートライセンス購入方法 
・スマートライセンスは1契約で複数ドメイン 
　ご利用できます。つまり購入したPV数は複数 
　ドメインで分け合えます。登録ドメイン数に 
　制限はありません。 
・契約した部門が運用しているドメインは、 
　すべて登録することが可能です。 
・制作会社が契約の場合、自社サイトおよび 
　複数のクライアントワークでご利用すること 
　も可能です。 
!
セミナーでのインタビューで購入方法アドバイ
スが掲載されました。参考にしてください。 
http://mtddc2014.mt-nagoya.net/news/
2014/01/fontplus.html

お申し込みからご利用開始までに要する日数は？ 
・Web申し込み（クレジット）の場合、即時利用開始できます。クレジットですと追加購入忘れが防止でき 
　る自動更新も可能です。Web申し込み（振込み）の際は入金確認まで１週間程度かかる場合があります。 
・ご要望により年間1,200万PV（12万円:税抜価格）以上の年間契約においては、口座開設の上、注文書・ 
　請求書ベースのお取り引きも可能です。詳しくは担当者までお問い合わせください。 53

2014年9月追加（丸明など）

http://webfont.fontplus.jp/service/plan
http://mtddc2014.mt-nagoya.net/news/2014/01/fontplus.html


■ 通常モード（文字詰めなし） http://p.tl/aNrnモック：

① プロポーショナルメトリクス　&pm=1タグ　 http://p.tl/AXYf

http://fontplustips.com/item/23-proportional.htmlプロポーショナルメトリクスの詳細 →→

■ 文字詰め機能は二種類

モック：

② 余白なし詰め + LetterSpacing　&t=0タグ http://p.tl/ijou

文字詰め機能の詳細 →→ http://p.tl/_nsV

モック：

FONTPLUSは字詰めにも対応！
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プロポーショナル情報を理解できるブラウザはまだ少ないため、FONTPLUSではプロポーショナルメトリクスの 
データをもとに文字のx軸の最小値と最大値で文字幅を調整してからWebフォント配信することで実現しています。 
この方式ではIE8以前のブラウザではプロポーショナルメトリクスは動作しませんが通常のWebフォント表示になります。

文字の字面の両側余白を削除して、letter-spacingで調整する方式もご用意しています。IE6/7/8でも動作します。

http://p.tl/aNrn
http://p.tl/AXYf
http://fontplustips.com/item/23-proportional.html
http://p.tl/ijou
http://p.tl/_nsV


FONTPLUS TIPS
日本語Webフォントのチップスサイト 

「コーディング情報」「文字詰め」「書体」の３つのカテゴリ
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http://fontplustips.com/

http://fontplustips.com/&pm=1/gothic_on.html
プロポーショナルメトリクス組み見本ページ

http://fontplus.sakura.ne.jp/sixapart2014/

http://fontplustips.com/
http://fontplustips.com/&pm=1/gothic_on.html


56

② スマートライセンスAPI一覧

API機能一覧 　
名　　称 説　　　明

リロード Webフォントを適用した箇所を再度適用します。 
例：更新ボタンでWebフォントを再度適用します。

コンプリートイベントハンドラー Webフォントの適用が完了したイベントを取得して、javascript等で引き
続き処理を記述できます。

セレクタ指定 Webフォントの適用をセレクタ単位で指定することができます。 
例：twitterのテキスト内のみ

非同期モード設定 画面ロード時にスマートライセンスのスクリプト実行を止めて非同期での
Webフォントの適用を行えるようにします。

非同期モード解除 非同期モードを解除してスマートライセンスのスクリプトを再開します。

非同期ロード(指定ロード） Webフォント適用処理を任意のタイミングで実行できます。

FONTPLUS処理中チェック フォント適用処理が実行中かを判定できます。

フォント指定 使用するフォントを指定して処理時間の短縮ができます。

「フォントデータのダウンロード完了を判定してから描画する」「好きなタイミング(非同期)でWebフォント適用」 
「HTMLの解析を行わずWebフォント適用箇所を直接指定」など実行できます。詳しくは下記をご覧ください。

http://pr.fontplus.jp/api/

公開API
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http://pr.fontplus.jp/api/#reload
http://pr.fontplus.jp/api/#attachCompleteEvent
http://pr.fontplus.jp/api/#targetSelector
http://pr.fontplus.jp/api/#async_start
http://pr.fontplus.jp/api/#async_start
http://pr.fontplus.jp/api/#pickup_load
http://pr.fontplus.jp/api/#pickup_load
http://pr.fontplus.jp/api/#pickup_load
http://pr.fontplus.jp/api/#loading_check
http://pr.fontplus.jp/api/#loading_check
http://pr.fontplus.jp/api/#setFonts
http://pr.fontplus.jp/api/


ヒラギノや丸明オールドも追加
FONTPLUSは国内外有名フォントメーカと提携し、約700書体が使える百貨店型Webフォ
ントサービスです。これだけのプロフェッショナル書体がWebフォントとして使えるのは
FONTPLUSだけ！　今後もフォントメーカとの提携を増やしてゆきます。

Windowsマシン上のブラウザで 
ヒラギノ書体が表示できる！

2014年2月に大日本スクリーン製造と
業務提携しヒラギノ書体がFONTPLUS
で使用できるようになりました。

http://p.tl/h191
ヒラギノ書体表示サンプル

2014年2月　 
ヒラギノ書体を追加

572014年9月追加

http://goo.gl/Gt97UG丸明オールド 表示サンプル
http://goo.gl/9KVRPa山本庵 表示サンプル

http://p.tl/h191
http://goo.gl/Gt97UG
http://goo.gl/9KVRPa


④ ランディングページ事例

ラグランパンチ→　 
　

くろかね→ 

筑紫ゴシック→ 

ポップハピネス→ 

レゲエ→ 

【ランディングページの管理画面モック例】

http://goo.gl/2qGEswデモ用モック
※モックページの下のほうに、なんちゃって管理画面があります。タイトルに「店長涙目バーゲン」と入力してみてください。

ランディングページのモック実験

58

※社内用デモモックにつき、すべてのブラウザに対応していません。レイアウトが崩れますのでご了承ください。

デザイナー不在時でも、 
ランディングページが作れる！

http://goo.gl/2qGEsw


ブラウザ対応表
パソコン、タブレット、スマホの主要ブラウザに対応

FONTPLUSにおける対応表です。[2014年7月17日現在] 
WebViewも動作します。 
IE４～5ではWebフォント表示されません。システムフォント表示になります。

59

ブラウザ FONTPLUS 
対応ブラウザ

ブラウザごとの対応フォーマット

EOT TTF OTF SVG WOFF

　Internet Explorer 4～5 × ○
　Internet Explorer 6～7 ○ ○
　Internet Explorer 8 ○ ○
　Internet Explorer 9, 10, 11以降 ○ ○ ○
　Firefox 3.5 ○ ○ ○
　Firefox 3.6 ○ ○ ○ ○
　Firefox 3.7以降 ○ ○ ○ ○ ○
　Safari 3.1～5 ○ ○ ○ ○
　Safari 5.1 ○ ○ ○ ○ ○
　Chrome 4～5 ○ ○ ○ ○
　Chrome 6以降 ○ ○ ○ ○ ○
　iOS 3.x～4.1 ○ ○
　iOS 4.2～ ○ ○ ○ ○
　iOS 5.0以降 ○ ○ ○ ○ ○
　Android 2.2, 2.3, 3.x, 4.x以降 ○ ○ ○



ディスプレイ解像度と 
Webフォントの関係
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13インチMacBook Pro Retina  
2560×1600

13インチ MacBook Air 13　 
1440×900　

iPad Retina 

61

Macプラットフォームは 
Webフォントの表示はきれい！



Winプラットフォームの 
Webフォント表示はどうなの？

高解像度液晶のWinマシンでは小さい文字もきれい！

Windowマシン IGZO液晶搭載機　2560×1440 Windowマシン ４K液晶搭載機　3840×2160

※IGZOはシャープが開発したスマートフォンやパソコン用の高解像度ディスプレイです。 
※ブラウザ上のフォント表示品質は、フォントレンダリングやアンチエイリアス処理方法により異なります。なお、その処理は 
　ブラウザの種類だけでなく、ブラウザバージョン、OSバージョン、プラットフォーム、画面解像度などが絡んでいます。 
　Windows XP環境ではフォント表示が残念な感じでしたが、サポート終了に伴い、残念な環境が少なくなりつつあります。

62

横方向の解像度が1600ドット以上 + Windows7以降のOSだと、InternetExploreでも文字が綺麗です。とりわけ、IGZOディ
スプレイ（2560ドット幅や3840ドット幅）だと小さい文字もきれいです。ただし、2000ドット幅以下のディスプレイです
と使用する書体により綺麗さが異なる場合があります。また、1366ドット幅や1280ドット幅のディスプレイのWinマシンで
は残念な感じになります。そもそもシステムフォントが綺麗に表示されない環境ではWebフォントも綺麗に表示されません。



Webフォント表示品質確認ツール

http://goo.gl/vUkoht
ピクセルサイズ別表示ツールのご紹介　※社内評価ツール

ディスプレイ解像度、OSプラットフォーム、ブラウザ、フォントメーカ、書体により表示品質が変わるケースがあり
ますので、実際に使用する書体でお確かめください。文言にテキストを入力し、font-family名を入力してください。 
font-family名は、FONTPLUSサイトでログイン（無料トライアル版でも可）後、書体一覧でご確認ください。 
例:   FOT-筑紫Aオールド明朝 Pr6 R   NUDモトヤアポロ Std W4    I-OTF教科書Pro D など 
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http://goo.gl/vUkoht


　 

その他の事例紹介
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■ 大江戸温泉物語様 
グローバルナビゲーションや見出し、キャッチ
コピーにWebフォント（筑紫明朝）を採用。　
サイトブランディングとSEO対策、作業効率化
を実現。

http://www.ooedoonsen.jp/ http://www.kinugawakanaya.com/
■ 鬼怒川金谷ホテル様　※バリュー方式 
ホテル名や住所・電話番号を画像文字からWebフォ
ントに置き換えたことで ”コピペできる” 
”タップして電話できる”とお客様から喜ばれた。
ユーザーエクスペリエンスは大事ですね。

http://www.nicho.co.jp/
■ 日本調剤様 
調剤薬局チェーンの日本調剤のサイト。薬局サ
イトに優しさを出すためにモトヤマルベリ（丸
ゴシック体）を採用。”お薬” や”処方箋”が身近
に感じられるようになりました。

■SNOWSTEEZ様 
表示速度が大幅改善された後、ページ全体に
Webフォント導入しても遅く感じることがなく
なった。マティスやロダンNTLGなどを採用。
バナー内のキャッチコピーもWebフォントに。

http://ynn.jp/
■ よしもとクリエイティブエージェンシー様 
さまざま書体でお笑い動画の楽しさをアピール。
ウェブフォントを使用しなかったら動画の数だけ
画像を作成しなくてはなりません。制作効率が大
幅にアップしました。

http://www.hotoku.co.jp/wedding/
■ 報徳会館様 
ビジュアル上のキャプション文字にパールとい
うデザイン書体を採用。神前結婚式の雰囲気に
マッチした書体ですね。可読性も抜群です。 
パールの従属欧文は素敵なアルファベットです。

http://www.snowsteez.jp/
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http://eiganokotoba.jp/
■ 20世紀フォックス ジャパン様 
映画に相応しい書体といえば字幕用フォントで
すね。Webフォント（ニューシネマ）を映画キャ
プションのみに限定して適用させることで映画
の言葉を引き立てています。映画の世界観を見
事に表現しています。

■ コトノカ様　※バリュー方式 
ECサイトでもWebフォントを使用するケースが
増えてきました。筑紫A丸ゴシックはリネン商材
との相性がよく、優しさを演出していますね。 
お子様向け、お母さん向けの商材ブランディング
に筑紫A丸ゴシックがすごくマッチしています。

http://www.kotonoca.com/http://soyandco.com/
■ SOY&CO.様 
レシピ本や観光ガイドを読む感覚でWebペー
ジを表現しています。Webフォントの表示が高
速化されたので本文を含め全文Webフォント
適用しましたがストレスはありません。ナビ
ゲーションや本文の書体、素敵ですね。

■ 四街道市地域振興財団様 
四街道市の魅力を発信するウェブサイトプロジェ
クト。Webフォントを採用することでコンテン
ツの雰囲気づくりとサイトの更新しやすさの両
方が実現しました。

http://www.dramaticyotsukaido.com/http://anatani-aitai.com/
■ あなたに会いたい！（千貫りこさん） 
Webクリエイター千貫りこさんのサイト。各
業界で活躍しているトップランナーを女性な
らではの感性で取材し記事にしています。書
体選びも素敵です！

■ ピクシィブ様 
デザイン性と見やすさの観点でWebフォント
を導入しました。FONTPLUS導入企業サイト
が多かったので安心感があります。価格も予
算範囲内でした。

http://recruit.pixiv.net/
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■ タイポマップ（こへ様） 
Webフォントでタイポマップ。プルダウンメニュー
で言語切替や表示切替（1文字or単語）、面積/人
口の表示切替もできて楽しいですね。文字をクリッ
クすると詳細表示されます。 
第1回Webフォントアワード2011受賞作品

http://colamune.com/typomap/
■ イントリックス様 
「いろはかるた」のインターフェースデザインを
採用し、縦書き四文字熟語などで「社員の抱負」
をWebフォントで表現する実験サイトです。縦
書き表示するよう工夫しているのも良いですね。 
第1回Webフォントアワード2011受賞作品

http://www.intrix.co.jp/2012/ http://www.hylind.net/greatfont/
■ 読者が書体選択（サリーちゃんのパパ様） 
ブログ読者が自由に書体を選択できる斬新な実験サ
イトです。例えば「くるくるかわいい」を選択し[切
り替える]ボタンをクリックしてみてください。iPad
で観たらすごく奇麗ですよ～。 
第1回Webフォントアワード2011受賞作品

http://novelsphere.jp/
■ ノベルゲーム（言語社様）　※バリュー方式 
Webフォントを使用している作品は「森川空のルー
ル」シリーズです。タイトルクレジット後の小説
本文は日本語Webフォントです。

■ Webフォントアワード主催者作品 
モーションタイポグラフィ。ご自分のTwitter IDや
著名人ID（例：masason）を入力してください。
TwitterAPIで20ツイート取得後にタイムラインを
楽しく表示しています。

http://pr.fontplus.jp/sample/02/
■ seesea（ニフティ様） 
魚が海を泳いでいる様子を日本語ウェブフォント
で表現。魚をクリックすると詳細説明がでてきま
す。CSSで文字を拡縮したり、色変更も想いのま
ま。魚の性格にあわせた書体選びが最高です。 
第1回Webフォントアワード2011最優秀作品。

http://kuri.nifty.com/seesea/

フォントプラス導入事例特設サイトもご覧ください http://webfont.fontplus.jp/contents/example
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まとめ
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SEO対策

主な導入メリット

メンテナンスビリティ向上

アクセシビリティ向上
ユーザエクスペリエンス向上
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サイトブランディング向上



Webフォントを 
まだ使ったことない方は 
無料トライアル版で 

チェック！

技術資料＆導入ガイドはこちら

http://goo.gl/egxpDB

70

http://goo.gl/egxpDB


ありがとうございました！

本資料にて記載されている会社名、製品名サービス名は、 

当社または各社の商標もしくは登録商標です。


