
みんなの文字は3社の共同開発です。

ようこそ日本へ

Welcome to Japan
   Bienvenue au Japon

K    Maligayang pagdating sa Japan
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フォントを選んだことはありますか？

ストレスなく読める。

読み間違えにくい。

高齢者にも読みやすい。

情報の送り手と受け手の

コミュニケーションの質が上がる。

そんなフォントを選びませんか。

フォント選びは
読み手への思いやりです。

小さくても読みやすい骨格。
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【みんなの文字】【一般的なUDフォント】
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読み間違いやすい文字にも工夫を

みんなの文字ゴシック L

みんなの文字ゴシックR

みんなの文字ゴシックM
東 東

山路を登りなが

山路を登りなが
みんなの文字明朝体R

山路を登りなが

山路を登りなが

長文でも、密集していても読みやすい。

英数字の見分けがつきやすい。

臓器 保障 まで および
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画数の多い漢字はつぶれにくい設計

【一般的なフォント】
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【みんなの文字】

【一般的なフォント】

【みんなの文字】

ひらがなのフトコロを最適に設計

英数字書体はつぶれにくくかすれにくい設計

スペースいっぱいにデザインしない

まままで保保保器器器 おお びおお びびよ障臓
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「みんなの文字」はUDフォントの先駆けである

イワタUDを元に開発しました。その上で小

さい文字でも読みやすいように様々な工夫

をしています。日本語ではひらがなのフトコロ

を最適に、画数の多い漢字はつぶれにくく設計

しました。

一般的なUDフォントはスペースいっぱいに

文字をデザインします。しかしギリギリまで

大きく作られた文字では長文を組んだ場合、

リズムがなくなり読みにくくなります。「みんな

の文字」は、漢字に比べかなを小さくし長文の

読みやすさを大切にしています。

様々な情報の中で、数字の重要性を疑う人は

いないでしょう。「3」と「8」を見間違えた経

験もあるのではないでしょうか。「みんなの

文字」は数字が読みやすく重要な情報の読

み間違いを減らします。生命・財産に関わる

情報をデザインする際に最適なフォントです。



UDフォントに、
科学的基準。

1:人間中心設計プロセスで開発しました。

ぼかしたり、かすれさせたり、つぶれさせて読みにくい状態をシミュレーション

白内障シミュレーション 一般的なフォントとの比較

島 (Island)

池 (Pond)

海 (Ocean)

2:特許取得「IPOテスト」により劣化に強い文字を開発しました。

3: 第三者による読みやすさの認証を受けた唯一のフォントです。

実際の高齢者を集めたテストの模様
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UDフォントはすでに多くのメーカーが販売していますが、「みんなの

文字」はその読みやすさを客観的に判断するために、開発段階から

ISO13407に準拠した人間中心設計プロセスを採用しました。 制作者の

メーカー、使用者のデザイナーがプロトタイプを作成し、読み手である

生活者に提示。3者間で「読みやすさ」の評価・改善を繰り返して完成

しました。

開発プロセスとユーザー（高齢者）テストの結果を、UCDA認証委員

会に提出し審査をクリアしました。UCDA認証委員会は、UCDA認定

評価員、UCDA理事、生活者で構成されています。 

第三者の客観的な評価により認証を受けた唯一の

フォントが「みんなの文字」です。

読み手の視力の問題に加え、文字は印刷された状態で劣化をします。人間工

学の専門家である東京電機大学理工学部の矢口博之准教授は、どこまで

かすれさせる、またはつぶれさせると読めなくなるかを

測定するIPOテストを開発しました。このテストによっ

て文字が崩れない安定領域の広いフォント、つまり劣化

に強いフォントを求めました。

外国語の開発でも各言語のネイティブのユーザー 100名

以上に読みやすさのテストを実施し、比較した5つのフォ

ント（UDフォントを含む）の中でもっとも読みやすく、

劣化した状態にも強いことが実証されました。
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グローバル社会を
「みんなの文字」でわかりやすく。

JIS第三・第四水準漢字に対応。約16,000文字で人名や地名の表現の幅が広がりました。

多言語対応していますか？

外国の方が読む文書だって

見やすい文字がいいですよね。

視力の弱い方はもちろん

多くの人が読みやすい優しい文字を。

「みんなの文字」を選ぶのは

まさに日本のおもてなしです。

中国語　簡体字 /繁体字

韓国語（ハングル）は2,350文字。

欧文には正体のSansと細長いSans Condensedがあります。英語の他100近い言語に対応しています。

中文簡体R

中文繁体R

ハングルR

Sans Condensed R

( ロシア語 )

( フランス語 )

Sans R

中国では漢字を略した簡体字を、台湾では画数の多い繁体字を使っています。

韓国語（ハングル）

欧文

日本語　新JIS対応、みんなの文字ゴシック0213N  新発売

新元号の合字に対応

逢う →   飴→ 鯖→    茨城→
辻さん→ 餅→ 鞄→ 鰯→

I hope that your trip in Japan will be very wonderful.
I hope that your trip in Japan will be very wonderful.

J'espère que votre voyage au Japon sera très merveilleux.
 ,        .
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契約書・帳票など

大切な情報やお知らせに

浅草雷門前
Asakusa-Kaminarimon

290m

浅草駅
Asakusa Sta.

多言語表記が求められる案内サイン・パンフレットなど
ファミリー書体なのでデザインのイメージを統一できます

Pediatric medical expenses subsidy
From April 2019, the target age for hospitalization subsidies is"Until the sixth grade" 
began to expand from "up to the third grade of junior high school"exhibition. 
With the expansion of the target and the children of grade 1.2.3,
Every time I go to the hospital, I am the same as the child in grade 4.5.6.
There is a window burden of 500 yen.
(except for hospitals (medical expenses) and hospitalization).
※There are the same income restrictions as the current system.

・ ・
・ ・

小児医療費助成
平成31年４月から、通院助成の対象年齢が
「小学６年生まで」から「中学３年生まで」に拡大されました。
拡大対象となる中学１・２・３年生のお子様については、
小学４・５・６年生のお子様と同様に、
通院１回につき500円までの窓口負担があります。
（院外薬局（薬代）及び入院を除く）。
※現行制度と同様の所得制限があります。

 
  

  

・
・
・  

 

Sensoji Temple

The oldest temple in Tokyo, said to have 
been built in 628. It is famous for its main 
Kaminari-mon Gate, where a giant lantern 
hangs.  Asakusa Sta. on Tobu Line, Sub-
way, or Tsukuba Express (G19), (A18)

 6:00‒17:00 (6:30‒ October to March) 
 Open 365 days



●ビットマップフォントは個別に対応いたします。

書体一覧

価格

購入／お問い合わせ

あいうえおアイウエオ 東京都千代田区岩本町　

あいうえおアイウエオ 東京都千代田区岩本町　

あいうえおアイウエオ 東京都千代田区岩本町　

あいうえおアイウエオ 東京都千代田区岩本町　

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ          

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ        

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ      

あいうえおアイウエオ 東京都千代田区岩本町　

みんなの文字ゴシック L

みんなの文字ゴシックR

みんなの文字ゴシックR2

みんなの文字ゴシック中文簡体R

みんなの文字 Sans L

みんなの文字 Sans R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ          
みんなの文字 Sans R2

みんなの文字 Sans M

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                   

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                       

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                       

みんなの文字 Sans Condensed L

みんなの文字 Sans Condensed R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                        
みんなの文字 Sans Condensed R2

みんなの文字 Sans Condensed M

みんなの文字ゴシック中文繁体R

みんなの文字ゴシックハングルR

みんなの文字ゴシックM

みんなの文字明朝体 R

ABCDEFGabcdefgh 

ABCDEFGabcdefgh 

ABCDEFGabcdefgh 

ABCDEFGabcdefgh  

abcdefghijklmnopqrs

abcdefghijklmnopqrs 

abcdefghijklmnopqrs  

ABCDEFGabcdefgh  

abcdefghijklmnopqrs

abcdefghijklmnopqrstuvw  

abcdefghijklmnopqrstuvw   

abcdefghijklmnopqrstuvw    

abcdefghijklmnopqrstuvw    

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会
〒104-0061　東京都中央区銀座1-16-1東貨ビル5F
TEL:03-5524-0280 FAX:03-3535-2290
【「みんなの文字」について】E-mail:font@ucda.jp
【その他】E-mail:jimukyoku@ucda.jp
https://ucda.jp

株式会社イワタ
〒101-0032　東京都千代田区岩本町3-2-9 滝清ビル
TEL:03-5820-3169 FAX:03-5820-3174 
E-mail:info@iwatafont.co.jp
https://www.iwatafont.co.jp

日本語

ゴシック体

明朝体

ゴシック体セット（L・R・R2・M）

明朝体セット（R・R2）

みんなの文字ゴシック 0213N

¥56,000（税別）

各 ¥33,000（税別）

¥20,000（税別）

ウェイトごとの販売です

みんなの文字ゴシック 簡体（R・R２）

みんなの文字ゴシック 繁体（R・R２）

みんなの文字ゴシック ハングル（R・R２）

みんなの文字 Sans

みんなの文字 Sans Condensed

各 ¥33,000（税別）

各 ¥20,000（税別）
ウェイトごとの販売です

中国語（簡体）

中国語（繁体）

ハングル

欧文

グローバル


