デジタルコンテンツのボーダレス化に向けて
欧文書体メーカー Monotype と提携、ローカライズの課題を解決
〜9,000 以上の欧文/多言語書体を収録する定額制フォントサービスの提供開始〜
2017 年 4 月 11 日
フォントワークス株式会社
デジタルコンテンツへのフォント提供を得意とするフォントワークス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表
取締役社長 CEO：原田 愛、以下「フォントワークス」）は、世界最大の欧文書体メーカー Monotype Imaging
Inc.（本社：米国マサチューセッツ州 Woburn、以下「Monotype（モノタイプ）」）との業務提携に合意し、
フォントワークスの提供サービスとして、Monotype の 9,000 以上の欧文/多言語フォントを年間契約で利用
できる、年間定額制フォントサービス「Monotype LETS（モノタイプレッツ）」を本日より開始いたします。
昨今、様々なデバイスが誕生し、生産国内外に供給され、そのデバイス上でデジタルコンテンツが利用され
ていますが、生産国以外の言語に対応させるローカライズのニーズが高まっています。フォントワークスとし
て、ほとんど全ての言語に対応したフォントを供給可能な体制を整えることで、ローカライズの課題を解決し、
デジタルコンテンツのボーダレスな世界を支えてまいります。

◇ 年間定額制フォントサービス「Monotype LETS」について
LETS シリーズは、年間定額制のフォントサービスで、分かりやすく明確な使用許諾が特徴です。
「Monotype
LETS」の提供開始により、日本語環境においてもオンラインでの申込後、すぐに Monotype フォントの利用
ができるようになりました。
「Monotype LETS」には、Helvetica（ヘルベチカ）、Frutiger（フルティガー）、Optima（オプティマ）な
ど世界的に有名な欧文フォントや多言語フォントを含む厳選された 9,005 書体を収録しています。標準的な
ラテン言語のほか、キリルやギリシャ等を含む 89 言語に対応する拡張ラテンフォント：647 書体や、デーヴ
ァナーガリー：13 書体、アラビア：119 書体、タイ：34 書体など、幅広い多言語対応フォント、Neue Frutiger
（ノイエフルティガー）に合う書体として開発された Monotype 初の日本語フォント「たづがね角ゴシック」
などが収録されています。
■ Monotype LETS Web サイト：https://lets-site.jp/lets/monotypelets/
■ 価格（税別）
対象
入会金

1 事業所

年会費

1 年間/1PC

※オプション
ゲーム LETS 拡張ライセンス

※

1年

3年
30,000 円

36,000 円

24,000 円

1-10 ライセンス

一律：100,000 円

11 ライセンス以上

契約ライセンス数×10,000 円

ゲームへの、フォントファイルやアウトラインの組み込みや、チャットでの利用、プロフィール入力など
ゲームプレイヤーの文字入力を許諾するオプションライセンスです。

今回の発表について、Monotype Imaging Inc.より以下のコメントをいただいています。
Monotype Imaging Inc.
Senior Vice President Joe Roberts（ジョー・ロバーツ）様
「有力かつ重要なファウンドリーであるフォントワークスと提携できることを光栄に思っています。両社が力
を合わせることで、プレミアムフォントのライブラリーを新しい地域や市場で使っていただくことができる
ようになります。フォントワークスの LETS サブスクリプションサービスは、私たちに日本のタイポグラフ
ィー業界に新しくエキサイティングな方法で貢献し、多くのみなさまに素晴らしいフォントを提供する機会
を与えてくれます。」

■ 『Monotype LETS 新発売記念キャンペーン』実施
「Monotype LETS」のサービス開始を記念して、サービス開始日より以下のキャンペーンを実施します。
・期間：2017 年 4 月 11 日（火）〜6 月 23 日（金）まで
・特典：「Monotype LETS」に入会で、入会金 30,000 円 → 0 円
期間中「Monotype LETS」に入会すると、
「Monotype LETS」だけでも、他の LETS（「LETS」
「イワタ LETS」
「モトヤ LETS」）と同時加入でも、入会金 30,000 円が無料となります。

◇ Monotype について
Monotype は、「フォント」・「テクノロジー」・「専門的な知識」を通じて、ブランドの表現力およびお客様
との関係性を強化する業界のリーダーです。米国マサチューセッツ州 Woburn に本社を置く Monotype は、
世界中のお客様に対して、クリエイティブアプリケーション用にまたコンシューマー機器用にフォントソリュ
ーションをご提供しています。同社のライブラリーや EC サイトには、Helvetica®、Frutiger®、Univers®と
いった定番フォントファミリーの多くと、次世代に向けたタイプデザインがあります。詳細は
www.monotype.com をご覧ください。Monotype に関する最新の情報は Twitter、Instagram、LinkedIn のオ
フィシャルアカウントよりご確認ください。
◇ 会社概要：フォントワークス
フォントワークスは、デジタルコンテンツで利用するフォント（書体）の開発・提供を得意とするフォント
メーカーです。国内で初めて、提供する全ての書体を定額制で利用できるサブスクリプションモデルを取り入
れ、
「高品質なフォントも、手軽に使いやすく」という提案を世の中にしてきました。現在は、ソフトバンク・
テクノロジーグループ傘下で、IT や IoT などの領域でフォントの新しい価値を提案することに注力しています。
会社名
代表者
所在地
事業内容

フォントワークス株式会社（https://fontworks.co.jp/）
代表取締役社長 CEO 原田 愛
福岡県福岡市博多区上川端町 13-15 安田第 7 ビル 7 階
デジタルフォントの企画・開発・販売、ソフトウェアの開発、テクニカルサービス、OEM 等

本リリースに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、各団体の商標もしくは登録商
標です。

【お問合せ窓口】
企画推進部 マーケティンググループ 角居、牟田
TEL：092-261-5680 /
FAX：092-261-5679 / MAIL：info@fontworks.co.jp

＜別紙＞
『Monotype LETS』について
■特長
● 質・量ともに充実した豊富な欧文/多言語フォントライブラリー
Monotype の豊富なフォントライブラリーから厳選された 9,005 書体、Helvetica、Frutiger、Optima な
ど世界的に有名な欧文フォントを収録しています。

● 多種多様な多言語フォント
標準的なラテン言語のほか、キリル、ギリシャ等を含む 89 言語に対応の拡張ラテンフォント：647 書体や、
デーヴァナーガリー：13 書体、アラビア：119 書体、タイ：34 書体など、幅広い多言語対応フォントを多
数収録しています。

● Monotype 初のオリジナル日本語フォント「たづがね角ゴシック」を収録
世界的に評価の高い Monotype の欧文書体 Neue Frutiger に合う書体としてデザインされた日本語フォント
「たづがね角ゴシック」の、特に使い勝手の良い Ultra Light / Light / Bold / Black の 4 ウエイトを収録して
います。英数字のサイズ・位置は日本語にあわせて最適化され、漢字やひらがな・カタカナとの組み合わせに
おいても視認性を高める工夫がなされており、多言語表記の際にも統一したイメージでの表現が可能です。

● 定額で使い放題
高品位でバラエティ豊かな収録フォントすべてを年間のライセンス方式でご使用いただけます。新たに追加
されるフォントもご使用いただけます。

● 安心の使用許諾
分かりやすく明確な使用許諾で、安心してご利用いただけます。さらにゲーム制作などに安心してデジタル
フォントを使用していただくための『オプションゲーム LETS 拡張ライセンス』もご用意しています。

● すぐに使える
ご契約もご利用手続きもすべて Web で完結、ご契約後すぐにフォントをご利用開始できます。
※お申し込み、フォントのご利用手続きにはインターネット環境が必要です。

■ 提供フォント数：9,005 書体
●言語別書体数
言

語

収録書体数

欧文

Latin / Extended Latin

7,743 書体

キリル

Cyrillic

920 書体

ギリシア

Greek

922 書体

ヘブライ

Hebrew

87 書体

デーヴァナーガリー

Devanagari

13 書体

グジャラーティ

Gujarati

5 書体

アラビア

Arabic

119 書体

アルメニア

Armenian

タイ

Thai

34 書体

ベトナム

Vietnamese

58 書体

中国：簡体字

Simplified Chinese

77 書体

中国：繁体字

Traditional Chinese

4 書体

150 書体

※ 中国国家標準規格対応
Big5, HKSCS 対応：148 書体、GB2312 対応：63 書体、GB18030 対応：5 書体

※ 詳細はこちらでご確認ください。

● フォーマット

https://lets-site.jp/lets/monotypelets/font/

Opentype：5,631 書体 / TrueType：3,374 書体

■オプション『ゲーム LETS 拡張ライセンス』
『ゲーム LETS 拡張ライセンス』は、「LETS」の許諾範囲では許諾外となっていた、ゲームへの、フォント
ファイルやアウトラインの組み込みや、チャットでの利用、プロフィール入力などゲームプレイヤーの文字入
力を許諾するオプションライセンスです。
※詳細はこちらでご確認ください。
https://lets-site.jp/lets/monotypelets/option/game̲option

■ 動作環境
・Mac OS X 10.6.8 以降 （日本語環境）
・Windows 7 Service Pack 1 以降（日本語版）
※インターネット接続環境が必要です。
※詳細はこちらでご確認ください。

https://lets-site.jp/lets/monotypelets/font/

■ Monotype LETS Web サイト：https://lets-site.jp/lets/monotypelets/

