
ページ 1

使用の用途・目的 無料版 有料版

表現の内容

違法なもの 違法な内容を扱うサイト・印刷物
賛否が極端に分かれる、政治や宗教等のデリケートな話題を扱うサイト・印刷物

現著作者が明示的に二次創作を許可していない作品の二次創作
その他過激な内容のサイトや印刷物への使用

使用の用途・目的 無料版 有料版

使用する人数・機器の台数

◯ ◯

◯

使用の用途・目的 無料版 有料版

コンテスト・著作権
コミック・ゲーム・映像等、フォントデザイン以外の評価が主体であるコンテストへの出品

フォントデザイン・文字デザインが評価に含まれるデザインコンペ等への出品
その他、作者を騙る行為

使用の用途・目的 無料版 有料版

改変・再配布

改変
フォントファイル自体を改変して個人や仲間内で使用する
改変したフォントファイルを再配布する × ×

2018年10月11日改定

「よく訓練されたフォント屋」フォント許諾詳細

要約すると
①画像化して使用するぶんには商用・非商用・印刷・デジタル問わずだいたいOK
②がっつり使うようなら有料版を買ってね(使用頻度が高い・教育漢字では足りない)
③文字デザインそのもので商売するなら有料版を買ってね(印鑑等)
④儲かったら有料版を買ってね
⑤すごく儲かるものに使うなら分け前をください
⑥フォントファイル自体の改変は個人用途ならOK、配布は不可
⑦フォントファイル無料版の配布元は私が把握している範囲内で抑えたいので雑誌付録等は事前連絡ください。webでの配布は不可
⑧フォントファイル有料版の再配布はフォントを買ってくれた人の不利益になるので、原則禁止
⑨他の人や私がフォント使えなくなるようなことは禁止（ベタ打ちそのままで商標登録するなど）
ということです

2018年10月11日追記
⑩LINEスタンプの絵文字のデコ文字（多数の文字を1文字ずつ登録して、フォントの代替として使えるタイプ）
またはその類似商品で不特定多数に販売するものへの使用は、原則NGとします。
大幅に改変したもの、または使用者の人数が数人以内程度に限られるもののみ、フォントを有料購入していればOKです。
※LINEスタンプについては、これまでは文字主体のものがLINEスタンプ側の規約で弾かれていたため
基本的にOKしていましたが、仕様変更になった為追記しておきます。

以下、問い合わせが多い内容について、メールで問い合わせされたらこう答えますよという例を書きますが、
基本的には上記①～⑨を基準に考えてください。
問い合わせされますと当方に無料でのサポート業務が発生しますので、厳しめの回答となります。
なるべく自己判断で宜しくお願いいたします。

×(通報します) ×(通報します)

炎上しそう
なもの

ライセンス
表示禁止

問い合わせ不要

※注1

ライセンス
表示禁止

問い合わせ不要

※注1

ゾーニングが必要な過激なR-18作品

注1：サイト・印刷物・作品等、フォントを使う対象の表現の内容について
■賛否が極端に分かれる、政治や宗教等のデリケートな話題を扱うサイト・印刷物
■ゾーニングが必要な過激な性的・グロ・その他R-18表現を主体とした作品
■原著作者が公認していない二次創作
■ネタ元の人に明示的な許諾を得ていないパロディ、オマージュ、コラージュ作品
等、将来的な炎上の可能性が高い内容を扱う作品・サイト等に使用する場合は、下記の表でライセンス表示必要とある場合であっても、
　当方のライセンス表記はしないでください。
(炎上した場合当サイトの運営に悪影響が出る恐れがありますので、一般的な検索サイトで検索した際に
　フォント名や当方の名前と、炎上ワードや18禁作品名等が同時に出ないような配慮をお願い致します)
デザイン等にフォントを使用すること自体は問題ありません。

また、当方の政治的スタンス・性的表現等の好みに合わない過激サイトを確認のために否応なく見せられるのは不快です。
不快なものには明示的に許可を出したくないので、私の知らないところで使って頂きたいです。
ですので作品の表現内容の可否を当方に求めるような問い合わせは不要です。
フォントはそちらが一方的にこっそり拾って使ってる感じでよろしくおねがいいたします。

複数台のPCにインストールしたフォントを１人で使う

複数台のPCにインストールしたフォントを同一組織の複数人で使う(サークル・会社等) △
使用頻度による

※注2
共有サーバにインストールしたフォントを同一組織の複数人で使う(サークル・会社等)
1台のPCを同一組織の複数人で使う(サークル・会社等)

注2：同一組織(サークル・会社・家族等)間での複数人・複数台数での使用について
たまーにしか使わないようなら1ライセンスの購入でかまいません。
日常的に・頻繁に使用するようなら、使用人数ないし台数分のご購入を適宜ご検討ください。

◯
ライセンス表記
必要※注3

◯
ライセンス表記
必要※注3

×※注3 ×※注3

注3：コンテスト等への出品作品への使用について
使用の可否については当方ではなく、コンテストの主催者にお問い合わせ下さい。
■フォント・書体デザインが評価の主体となるコンテストへの出品は禁止です。
■イラスト・ポスター等のグラフィックデザインが評価されるコンテストの場合は、書体デザインも評価対象になる可能性があります。
　　コンテストの規約や趣旨をご確認の上、問題がないようであれば、当方としてはライセンスを明記頂ければOKです。
■コミック・ゲーム・映像等のコンテストの場合、フォント自体のデザインは評価にはあまり関係しないと思いますので、
　当方としてはライセンスを明記頂ければOKですが、コンテスト主催側の規約や見解を確認してから使用する事をお勧めします。

◯※注4 ◯※注4
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改変・再配布
再配布

フォントファイルを特定できる第三者へ再配布 ◯ ×
× ×

サンプル画像

使用の用途・目的 無料版 有料版
商標登録しない ◯ ◯

商標登録する

使用の用途・目的 無料版 有料版

表示
個人所有の端末で、テキストデータを当フォントで表示する

◯ ◯
広告・デモンストレーション用途の商用端末で、テキストデータを当フォントで表示する

紙等
年賀状、家庭内・町内会・学校内等で作成・配布する非営利の無料印刷物

◯ ◯同人誌等の、小規模・非営利の有償頒布冊子
商業製品のパッケージ、販促チラシ、ポスター、商業誌、本等

紙以外の物体 ◯ ◯

× ◯
アルファベット全部等文字セット一式を組み合わせて使用する商品を作成して販売する
フォントをロゴマーク等に加工してから印鑑・スタンプ化して販売する ◯ ◯
印鑑・スタンプ等を個人の趣味や少人数のグループ内で作成・頒布する ◯ ◯

web
フォントファイルをサーバにアップし、ユーザーの入力した文字を表示するサービス × ×

素材作成 アルファベット全部等文字セット一式を組み合わせて使用する素材を作成して販売する × ◯

携帯機器やアーケードゲーム機等へのフォントの代替となるような画像組み込み ×

その他 下記以外のイラスト・写真等の画像への文字入れ

◯ ◯ サイト

×

◯ ◯ 

↑のような画像をプロモーション用に無料配布する

映像
テレビやインターネット等で配信する動画への字幕テロップ等
デジタルサイネージ

ゲーム・ソフト

フォントの紹介を目的とするサイトで画像サンプルを作成してサイト等で使用する

フォントファイルの再配布・転売(webサイト・アップローダー等)

フォントファイルの再配布(書籍付録等)
△

要連絡
※注5

△
要連絡
※注5

「よく訓練されたフォント屋」やDLサイトに掲載したフォントサンプル画像の転載(web) △※注6

注4：フォントファイルの改変について
■画像ソフト上で、ロゴ等を作成する目的で
　　フォント画像のアウトラインを変形したり、フチをつけたり、フィルタをかけたりして画像化して使う事は問題ありません。
■使いたいグリフのフォントが存在しない場合に、存在するグリフの部首を切り取り・変形・組み合わせて使う事は問題ありません。
　　ただし無料版に存在しないグリフが有料版に存在する場合は、ご自身の労力を時給換算して、有料版の購入を検討されることをお勧めします。
■フォントソフトで全てのグリフにフィルタをかけたフォントファイルを作って使用したい場合・別のフォーマットに変更したい場合
　　等は、個人用途や特定できる数人程度の仲間内で使用するぶんには再配布も問題ありません。
　ただし、改変したフォントを不特定多数に許可なく再配布や販売することは禁止いたします。

注5：書籍でのフォントファイルの再配布について
■無料版については、他の方のフォントと一緒に、web上で配布されているフリーフォントを集めて解説する趣旨の本であれば
　　おおむね許可いたしますので、必ず事前に連絡をお願い致します。
■有料版のフォントについては要相談です。当方のDLサイト等での販売に影響しますので有償での提供となります。

注6：当サイトないしDL販売サイトに掲示してあるフォントサンプル画像の転載について
■「よく訓練されたフォント屋」のインデックス・各フォントの解説ページ・フォント同梱の画像　およびＤＬ販売サイトの各フォントのページ以外で
　当サイトのフォントを紹介頂いているサイトがありますが、
　私が作成したページ以外にある画像は、紹介者様の著作物を含む可能性があります。
　よそのサイトからの画像の転載はしないでください。

■基本的にはフォントのサンプル画像は転載せず、ご自身でサンプル画像を作成することをお勧めします。
■当サイトや配布サイトの画像で、文字および、ラインや色ベタなどの単純な背景で構成されたサンプル画像は、
　当方のフォントを紹介する目的であれば、キャプションなしで転載ＯＫです。
■フキダシやイラストを含む画像については、当方の著作物または、CLIP STUDIO PAINTの同梱素材・CLIPで配布されている素材が含まれます。
　転載する場合は画像の近くに、キャプションとして転載元のページのサイト名やページタイトル、ＵＲＬ、リンクを添えてください。

会社・サービス・製品等
のロゴマークへの使用

△
加工すればOK
※注7

△
加工すればOK
※注7

注7：ロゴを作成して商標登録する場合の可否と注意事項
■商標登録しないロゴについてはベタ打ちそのままの画像の使用もOKです。加工して使用してもOKです。
■ロゴデザインを商標登録する場合、
　　元のフォントから大幅に改変されていて、誰が見てもベタ打ちの状態と区別がつくようなものならOKです。
　　フォントを素組みしただけの利用者が訴えられるようなものは、私や他の方がフォントを使用できなくなる恐れがありますので不可です。

PC等のモニタ

アナログ出力
(印刷物)

看板・POP・旗やのぼり・その他ディスプレイ用途での使用

書体デザインを
利用した
サービス

物理的な
印鑑・スタンプ等

フォントを店が所有し客指定のグリフ(氏名等)を組み合わせたものを販売する

フォントファイルからwebフォントを作成し、他のサイトへwebフォントを提供する ×※注12 ×※注12

埋め込み
組み込み

FLASH・ゲーム等への、フォントから作成したフォントの代替となるような画像埋め込み ◯※注8 ◯※注8
△

要連絡
※注8

デジタル出力
（画像化した

デジタル
コンテンツ)

非営利の個人サイトでの一般使用(アフィリエイト・広告無し)
営利目的の個人または自社商用サイトでの一般使用(アフィリエイト・広告設置も含む)
pixivやtwitter等のSNSに掲載する画像への使用

LINEスタンプ
または

その類似商品

従来型のLINEスタンプ、または類似商品（イラスト主体のものにセリフや擬音の文字入れしたもの）

LINEスタンプ絵文字のデコ文字（多数の文字を1文字ずつ登録して、フォントの代替として使えるタイプ）
または文字主体の類似商品（イラストを含まない）で不特定多数に販売するもの

△
要連絡
※注8

業務委託
イラスト商品

携帯の待受・デコメやPCの壁紙等の商用イラスト商品への使用

第三者からの業務委託でのwebデザイン

第三者からの業務委託でのイラスト商品作成(ソーシャルゲームのイラスト・PBW等)
ニコニコ・Youtube等で配信する無料動画への字幕テロップ等

DVD等の物理メディアに収録して販売する動画への字幕テロップ等

ソフトウエア・コンシューマゲーム・携帯ゲーム等のUI上のタイトル・メニュー・ロゴ

フォントの
サンプル画像

作成

△
文字数・

解像度に注意
※注9

△
文字数・

解像度に注意
※注9
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素材作成

バナー・広告
個人・非営利サイトのバナー・広告

◯ ◯商用・営利サイトやサービスのバナー・広告

ロゴ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

フォントファイルが再利用できる形でのアプリ等への埋め込み

web

フォントファイルをサーバにアップし、ユーザーの入力した文字を表示するサービス × ×

アプリ

◯ ◯

有料ソフトウエアへのバンドル

組み込み
携帯機器やアーケードゲーム機等へのフォントの代替となるような画像埋め込み

×
携帯機器やアーケードゲーム機等へのフォント組み込み

デジタル出力
（画像化した

デジタル
コンテンツ)

年賀状素材、カット、web素材等を自サイトやSNS等で無料配布する ◯
加工すればOK
※注10

◯
加工すればOK
※注10

年賀状素材、カット、web素材等を自サイトやDL販売サイトで販売する

年賀状素材、カット、web素材等を書籍のおまけDVD等に収録する

画像等を
第三者に配布 バナー広告系のFLASHに画像化して使用

広告画像やゲームイラストに挿入する等、繰り返し使用するロゴ画像(商標登録しない)

フォントファイル
の埋め込み
※注11
※注8

保護された
埋め込み

pdfファイルへの埋め込み(閲覧・印刷用、編集不可)
電子書籍への埋め込み(保護)

保護されて
いない
埋め込み

△
ライセンス表記
必要※注11

×※注11

自サイトで作成する目的で、webフォントを作成し、自サーバにアップ
△

グリフ数が
少なければOK
※注12

△
グリフ数が
少なければOK
※注12

フォントファイルからwebフォントを作成し、他のサイトへwebフォントを提供する ×※注12 ×※注12

FLASH・ゲーム等のアプリへのフォントファイル埋め込み(フォントの抽出できないもの)
FLASH・ゲーム等への、フォントから作成したフォントの代替となるような画像埋め込み ◯※注8 ◯※注8

△
ライセンス表記
必要※注11

×※注11

△※注8

注8：フォントの代替として機能するような画像を作成してアプリや機器等に組み込む場合について
■無料ソフトや、売上規模の小さいソフトや機器であれば無料版フォント・有料版フォントともに使用頂いて問題ありません。
■ＵＩや特定のセリフ等に使用する限られた何文字かを抽出したり、ロゴ画像に加工してから組み込むのは問題ありません。
■イラストメインの画像のロゴやセリフ等として使用するのは問題ありません。
■有料のLINEスタンプ（または不特定多数に販売する類似商品）への文字のみの使用は、基本的には不可です。
フチをつける程度の簡易な加工を施したものはNGです。
アウトライン全体を大幅に加工したもののみOKです。
■フォントの全部もしくはひらがな・カタカナ・アルファベット全部等を画像化してフォントの代替として使用する場合で、
売上規模の大きいソフト・機器で使用する場合は、ご連絡下さい。別途料金を頂ければ許可する可能性があります。

注9：フォントのサンプル画像の作成について
当サイトのフォントの特徴を伝える事を目的とした画像サンプルを作成いただくことに問題はありませんが、
極端にフォントサイズが大きく多数のグリフを列挙しているなど、
画像から文字データのアウトラインを抽出して酷似したフォントを再作成できるような状態の画像をサンプルとして表示することは禁止いたします。

注10：素材への使用について
フォントを含む素材を配布／販売することに問題はありませんが、
販売する場合は、あなたの労力>フォントの力　となるような素材としてください。
多数のグリフを使用する場合や、作成した画像がフォントの代替となりそうな素材を作成する場合
（たとえばカタカナ全文字とかアルファベット全文字ぶんの素材を作るなど）は有料版を購入ください。

注11：フォントファイルのアプリやゲームソフトへの同梱について
画像化するのではなくフォントファイルを埋め込む場合は、
フォントファイルが取り出せない形での埋め込みは問い合わせ無しでOKです。
コンパイルするなどして極力フォント単体での再利用ができない形で配布してください。

やむをえず再利用できる形で配布する場合、無料版フォントのみOKです。
取説等に、ライセンス表記および、不特定多数の第三者への再配布を禁止する旨の注意書きをいれてください。

有料版をそのまま利用できる形で同梱するのは基本的に禁止です。どうしても同梱したい場合はご連絡ください。
売上規模の大きいソフトであれば、別途料金を頂ければ許可する可能性があります。

注12：webフォント等について
ご自身のサイト・自社サイト・特定できる第三者からの業務委託で制作したサイト内で使用することを目的として、
使用する文字を限定してwebフォントを作成するのはOKです。
グリフすべてをwebフォント化してサーバにアップしたり、不特定の第三者にwebフォントを提供するサービスに使用するのは不可です。

また、サーバ上にフォントファイルをアップしてユーザーの入力した文字をプレビュー表示するサービスに使用するのは
サービスの有料無料を問わず、フォントファイルの無料版・有料版ともに不可です。

◎上記に記載のない事項について
基本的には「私のフォントを使用することによって、その人がどれくらい金銭や利益を得たか」で可否を考えます。
フォントのおかげでいっぱい儲かった！という場合はぜひ当方にも少し還元してください。
（無料版で文字が足りてても有料版を買って頂くとか、使わない他のフォントも買って頂くとかすればこちらに問い合わせる必要はありません）
そもそも儲かってない場合と、作品等の制作の労力に対して私のフォントの寄与した割合が低い場合は適当でかまいません。

当方のフォントに限らず、フォントが誰かの著作物であることを認識し、
フォント作者がフォント制作にかけた労力が貴方の作品等にどれだけ貢献したかを意識してお使い頂ければ幸いです。

ライセンス表記について：
表中に注釈がない項目では、ライセンス表記は必須ではありません。
が、違法性があるとか過激な内容のものへの使用でない限りは、ライセンス表記はして頂いた方がありがたいです。

表記が必要な場合は、「フォント提供：」「素材協力：」などとして、
　　　「よく訓練されたフォント屋」(フォントサイト名)
　　　「ザラスドットコム」(メインサイト名・サークル名)
　　　「玉英」(作者のHN)
のいずれか ＋ フォント名　等を記載してください。
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