
製品総合カタログ
フォント製品
MORISAWA PASSPORT
MORISAWA PASSPORT アカデミック版
MORISAWA PASSPORT for iPad
TypeBank PASSPORT
OpenType基本7書体パック
Select Pack
TypeBank Select Pack
MORISAWA BIZ+
TypeSquare
サーバアプリケーション用フォントライセンス
組込みフォント
MORISAWA App Tools

外字ソリューション
ot-glyph

オンデマンドプリンティングシステム
RISAPRESS Color14000 / 12000 / 4080 / 4070
RISAPRESS 6136 / 6136P / 6120 / 100

多言語ユニバーサル情報発信ツール、
電子雑誌ソリューション
MCCatalog＋
MCMagazine

2021.10



INDEX

◉ 本カタログに記載されている価格はすべて総額（税込価格）です。 

フォント MORISAWA PASSPORT 製品ラインナップ 3

フォント製品ラインナップ 4

TypeSquare 5

サーバアプリケーション用フォントライセンス
6

フォント主要製品価格表

組込みフォント 7

MORISAWA App Tools 8

外字ソリューション ot-glyph 8

オンデマンド 
プリンティングシステム

RISAPRESS Color14000／12000／4080／4070
9

RISAPRESS 6136／6136P／6120／100

多言語ユニバーサル 
情報発信ツール／ 
電子雑誌ソリューション

MCCatalog+ 10

MCMagazine 11



3

最新のフォント環境を無償でご提供

MORISAWA PASSPORT 製品ラインナップ

MORISAWA PASSPORTは、モリサワのすべてのフォントに、タイプバンクフォント、字游工房フォント、ヒ
ラギノフォント、昭和書体フォントの日本語フォントや、欧文フォント、中国語フォント、韓国語フォント、多言語
フォントなどを加えた全1500書体以上が、どれでも選べて好きなだけ使える画期的なライセンス製品です。

MORISAWA PASSPORT
1ライセンスからご契約いただけます。複数台数や複数年のご契約でお得な価格をご提供いたします。

新書体がリリースされましたら、無償でダウンロード提供いたします。
ご契約中のお客様は、追加料金なしで常に最新のフォント環境が整い、あらゆる状況に対応可能です。

フォント

MORISAWA PASSPORT for iPad
iPad のデザイン作業で選りすぐりのモリサワフォントが使い放題となります。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/mpapp/

TypeBank PASSPORT
350書体以上のタイプバンクフォントをご利用いただけるライセンス製品です。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/typebank/passport/

MORISAWA PASSPORT アカデミック版
MORISAWA PASSPORT アカデミック版（モリサワ認定校用）
学生・教職員の方が個人で所有するPCを対象に、MORISAWA PASSPORTを
アカデミック価格にてお使いいただけるパッケージです。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport-academic/

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport/

業界別ライセンスプラン

教育機関向け MORISAWA PASSPORT
教育機関向け割引価格でご利用いただけます。モリサワが定める教育機関を対象とします。

公共団体向け MORISAWA PASSPORT
公共団体向け割引価格でご利用いただけます。国（中央政府）、地方公共団体（都道府県市区町村）と
その出先機関を対象とします。

アップ
デート
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ニーズに応じたさまざまな製品をご用意

フォント製品ラインナップ

MORISAWA BIZ+

「MORISAWA BIZ+」は大切なあなたの文書の内容が正しく伝わるよう、UD
（ユニバーサルデザイン）フォントの利用を提案する新しいサービスです。

  ⚫ ビジネス文書にこそ「見やすい」「読みやすい」フォントを

収録書体 リュウミン L-KL、太ミンA101、見出ミンMA31、
中ゴシックBBB、太ゴB101、見出ゴMB31、じゅん 101

OpenType 基本 7 書体パック

一般的な文書作成から、雑誌・書籍まで幅広い用途で使える定番7書体を 
収録。モリサワフォントを初めてお使いになる方にもおすすめです。

  ⚫ 幅広い用途で使える定番7書体

Select Pack 1／ Select Pack 3／ Select Pack 5
Select Pack PLUS
  ⚫ 使いたい書体を必要なだけライセンス購入

豊富なモリサワフォントのラインナップの中から使いたい書体が自由にお選び
いただけるパッケージです。
使いたい書体数に応じた4つの「Select Pack」をご用意。

「Select Pack 1／3／5」は、和文ラインナップの中から、記載のライセンス
数を選択することができます。

「Select Pack PLUS」は、かな書体、欧文書体、数字書体、記号書体の中から
5ライセンスお選びいただけます。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/bizplus/

TypeBank Select Pack 1／ TypeBank Select Pack 5
TypeBank Select Pack PLUS
  ⚫ 使いたいタイプバンクフォントを必要なだけライセンス購入

タイプバンクフォントのラインナップの中から使いたい書体が自由にお選び 
いただけるパッケージです。
使いたい書体数に応じた3つの「Select Pack」をご用意。

「TypeBank Select Pack 1／5」は、和文ラインナップの中から、記載の 
ライセンス数を選択することができます。

「TypeBank Select Pack PLUS」は、かな書体、欧文書体、記号書体の中か
ら5ライセンスお選びいただけます。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/typebank/select-pack
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詳しい情報は　typesquare.com/ja/service/plan

クラウドフォントサービス

TypeSquare

Webフォントを使うと、閲覧側の環境にインストールされていないフォントもブラウザ上で表示できるよう
になり、Webデザインの幅が飛躍的に向上します。

  ⚫ プラン

サイト制作側 Webブラウザコンテンツサーバ

使い古されたテーブル＆チェアに、
年季の入ったウッディ調インテリア…

よりみち三昧

ひとり
時を忘

［ 特 集 ］ 1 0

画像化された文字 TypeSquareを
利用した文字

▶Webサイトの検索性の向上

▶音声読上げ機能との連携

▶拡大してもクリアで美しい文字を表示

  ⚫ 特長・メリット
▶メディアを超えてイメージを統一

美しさと使いやすさの両方を実現します。

無料プラン

スタンダード I/IIプラン
小～中規模サイト向けプラン。
お手軽にWebフォントを導入できます。
2,200円／月（税込）～

会員登録だけで、お好きな1書体を月間
1万PVまで、完全無料で使えます。

アドバンスドプラン
月間100万PVを超える大規模サイト向けや、
Webアプリケーション上でWebフォントを
表示させたい、Webサービスの機能として
TypeSquareを組込みたいといった場合は最適な
プランをご提案します。詳細はお問合せください。
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ネットワークサービスでの高品質なフォント利用が可能

サーバアプリケーション用フォントライセンス

ドキュメントの自動処理を行うサーバアプリケーションでの利用が可能になり、インターネットや LAN など
のネットワーク上で、モリサワ、タイプバンク、字游工房の OpenTypeフォントを利用した各種サービスが
行えます。

  ⚫ サーバアプリケーションの概念図

  ⚫ 利用目的に合ったサービス形態をご用意
社内ネットワークでご利用いただける「社内利用」と、インターネットでのサービスでご利用いただける「イ
ンターネット利用」の２つをご用意しています。また、１書体から全書体、複数サーバでのご利用などお客様
のさまざまなご計画を想定したご導入いただきやすい価格でご提供いたします。

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/server-font

サーバ
（Web／アプリケーション）

クライアント

物
作
制入力指示・書体指定

インターネット・LAN

サーバ用
OpenTypeフォント
［ データ自動作成 ］

サーバアプリケーション
リクエストの処理
ファイル要求 モリサワ・タイプバンク・字游工房のOpenTypeフォントが利用可能

フォント主要製品価格表　  ※価格はすべて総額（税込価格）で表示しています。

フォント製品 価 格
MORISAWA PASSPORT（PC1台） 1年契約 54,780 円

３年契約 158,400 円
5年契約 250,800 円

教育機関向けMORISAWA PASSPORT（PC1台） 1年契約 33,000 円
3年契約 93,060 円
5年契約 141,900 円

公共団体向けMORISAWA PASSPORT（PC1台） 1年契約 49,500 円
3年契約 142,560 円
5年契約 224,400 円

MORISAWA PASSPORT アカデミック版 4年間 24,200 円
MORISAWA PASSPORT アカデミック版（モリサワ認定校用） 4年間 13,200 円
OpenType 基本7書体パック 49,500 円
Select Pack 1［PC用］ 22,000 円
Select Pack 3［PC用］ 59,400 円
Select Pack 5［PC用］ 88,000 円
Select Pack PLUS［PC用］ 20,900 円
MORISAWA BIZ+ 1年契約 3,960 円
TypeBank PASSPORT（PC1台） 1年契約 39,600 円
TypeBank Select Pack 1 16,500 円
TypeBank Select Pack 5 66,000 円
TypeBank Select Pack PLUS 16,500 円

※��MORISAWA�PASSPORT、教育機関向けMORISAWA�PASSPORT、公共団体向けMORISAWA�PASSPORTは契約台数と
契約年数、契約継続年数により価格が異なります。詳しくは各製品のWebサイトをご確認ください。
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機器、アプリケーションなどへの組込み利用に

組込みフォント

詳しい情報は　　www.morisawa.co.jp/products/fonts/embedding
お問合せは　フォントソリューション課　Tel:03 -3267-1305　E-mail: fontsolution@morisawa.co.jp

採用事例
NTT 西日本 様　
採用機器：光BOX＋

採用書体：UD新ゴ、UD黎ミン

機器の表示画面やアプリケーションにモリサワフォントをお使いいただく場合、一般のフォント製品の
ライセンス範囲では対応できないケースがあります。「組込みフォント」とは、このような場合にご提案
するフォントソリューションです。一般の製品と異なりあらかじめ価格や書体ラインナップ、使用条件が
定められたものではありませんので、都度ご要望に適したプランをご提案します。

〈こんなときにご相談ください〉
◦ 印刷物で使用しているモリサワ書体を自社製品に搭載したい
◦ フォント製品のライセンスでは希望の使用方法が許諾されていない
◦ デバイスのシステムフォントより読みやすいフォントでアプリ開発をしたい
◦ フォントエンジンを持たない OSで文字を表示させたい

〈対応事例〉
 FA機 器、医 療 機 器、スマートフォン、家電 製品、ウェアラブル端 末、電子 玩 具、各種アプリケーションソフトなど

  ⚫ Androidはじめ多くのオペレーションシステムで高品質表示を実現

  ⚫  低ドットサイズ表示・印刷向きの   
２値固定サイズフォント

  ⚫  組版機能を利用してモリサワ書体の   
美しさを最大限に表現

多くのOS純正ラスタライザや汎用ラスタライザで機能する、オーソドックスなアウトラインフォント。開発の
自由度が高いのが特長です。柔軟に仕様を変えられるので、用途に合わせて高品質な文字表示を実現します。

オペレーティングシステムを持たない機器でも
使用できるドットフォントです。開発環境に合わ
せたフォーマット変換も可能です。

その他、最新の技術動向に合わせたフォーマット開発を行っています。

iOS、MacOSの標準フォントフォーマットです。
商業印刷で標準的に使用されるフォントでもあ
るので、書体の美しさを表現したい電子書籍や
知育アプリケーションなどに最適です。

TrueType

Bitmap

OpenType
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価格について詳しくは　www.morisawa.co.jp/products/pricelist

ソフトウェア製品 永続ライセンス価格
ot-glyph 52,800 円

※価格はすべて総額（税込価格）で表示しています。

外字作成ソフトウェア

ot-glyph

ot-glyphは、OpenTypeフォントフォーマットを用いた外字作成ソフトウェアです。

外字ソリューション

アプリ・ゲームの世界観をさらに広げる

MORISAWA App Tools

「MORISAWA App Tools」は、アプリ・ゲームへの組込みと、アプリ・ゲームのプロモーション用デジタル
コンテンツの制作に必要な書体をご利用いただけるフォント製品です。

製品概要 

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/fonts/embedding/mat/
お問合せは　E-mail: fontsolution@morisawa.co.jp　

許諾範囲・用途 アプリへの組込み　※アプリの配信期間中は契約更新不要

金　額 55万円（税込） ／ 1App ／ 1書体

申込方法 申請書兼見積書

解　約 誓約書、PCおよびアプリ組込みフォント削除必須

提供フォント モリサワフォント 341書体 ＊1　(利用可能なフォントは随時追加を予定）

フォーマット TrueTypeフォント ＊2

アプリプラットフォーム iOS ／ Android ＊3 その他 ＊4

＊１　書体一覧をご希望の方は、お問合せ先のメールアドレスまでご連絡ください。
＊２　�MORISAWA�App�Toolsフォントは、アプリへの組込み用フォントとなります。� �

MORISAWA�PASSPORTなどに含まれるOpenTypeフォントとは互換性がありませんのでご注意ください。
＊３　App�Store、Google�Play�で配信されているものに限ります。
＊4　詳細に関しては、利用同意書の対象アプリをご確認ください。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
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▶1200dpi の高解像度出力と転写性能の向上による安定した画像品質とシャープな文字品質
▶ 40g/m²～350g/m²の幅広い用紙対応力
▶ 高剛性フレームを採用した耐久性と信頼性に優れたマシン設計
▶ 多彩な後処理を実現するフィニッシャーを用意

※上記仕様は、RISAPRESS�6136の場合　
※各機能はオプションにより選択可能　
※製品構成・価格についてはお問合せください

フルカラー・オンデマンドプリンティングシステム

RISAPRESS Color14000/12000/4080/4070

生産性、クオリティ、信頼性、耐久性、デジタルパブリッシングの世界で求められるハイレベルなニーズに
応えるカラーオンデマンド印刷機「 RISAPRESS Color」。高度な製品技術力で印刷事業における新しい
価値を創造し、イノベーションをもたらします。プロフェッショナルが期待するパフォーマンスを凝縮した次
世代型オンデマンド印刷機が、高い競争力を発揮し、事業の発展・成功へと導きます。

モノクロ・オンデマンドプリンティングシステム

RISAPRESS 6136/6136P/6120/100

デジタルプリント分野において事業を強化・拡大し、成功へと導くオンデマンド印刷機。
プロフェッショナルの期待に高プリント品質と信頼性で応え、ワンランク上のコストパフォーマンスを実現。
デジタルプリントの強みとなる小ロット・短納期ニーズへは安定した高い生産性で即応し、優れた対応力と
拡張性は新たな展開力を創出し、受注の幅を拡げます。「PRESS」としての品質が印刷物の価値を高めると
ともに、デジタルプリントの新しい価値を創造します。

  ⚫ 主な特長

  ⚫ 主な特長

▶クラス最高レベルの厚紙印刷。生産性の低下もなく、毎分140ページの高速プリントを実現
▶インテリジェントクオリティオプティマイザーによる色管理や表裏見当の自動調整
▶ インライン自動検品機能で印刷後の全数検査工数を大幅に削減
▶  高機能フィニッシャー群による後加工の自動化

※�上記仕様は、RISAPRESS�Color14000 の場合
※各機能はオプションにより選択可能
※製品構成・価格についてはお問合せください

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/pod/risapress-color14000

詳しい情報は　www.morisawa.co.jp/products/pod/risapress-6136/

オンデマンドプリンティングシステム
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全国およそ200の自治体が活用し、広報紙、災害時の
タイムリーな情報発信などにご利用いただいています。200自治体が活用！

※2021年8月現在

多言語ユニバーサル情報配信ツール

MCCatalog+

地域住民や訪日外国人観光客へ向けた情報発信に活用いただける、多言語ユニバーサル情報配信ツールで
す。Premium Planでご提供するオーサリングツールを使い、自動翻訳エンジンと連携し、日本語・英語・中国
語（簡体字・繁体字）・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語によるコンテンツ
の多言語電子配信機能に加え、自動音声合成による多言語での読上げ機能を搭載しています。
専用ビューアアプリ（Catalog Pocket 略称：カタポケ）やPCブラウザから簡単に母国語で閲覧いただけます。

  ⚫ 多言語対応　音声合成機能
カタポケがより多くの方へ情報をお届けするために、多言語翻訳した
テキストを、音声合成機能による読上げを実現いたしました。

  ⚫ 日本語印刷データを利用。かんたん翻訳配信
専用オーサリングツールを使い、４ステップで翻訳配信作業が完了します。

多言語ユニバーサル情報配信ツール／電子雑誌ソリューション

  ⚫ 多言語用にレイアウト変更の心配なし
多言語翻訳したコンテンツは、テキストウィンドウで表示される文字となりますので、文章は読みやすく、ま
たレイアウト変更の心配もありません。

日本語データを
インポート

STEP.1 STEP.2 STEP.3 STEP.4

自動翻訳 ＋
オーサリング データアップロード Catalog Pocketに

配信
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電子雑誌ソリューション

MCMagazine

Adobe InDesignで作成されたデータやPDFデータを効率よく電子雑誌化、閲覧するソリューションです。
iPadやAndroidタブレットだけでなく、iPhoneやAndroidスマートフォンでも、見る、読む、めくる楽しさ
を読者に提供します。

  ⚫ 読みやすい

  ⚫ MCMagazineフロー

  ⚫ 使いやすい

画面は、誌面全体を表示する「レイアウトイメージ 」と、組版機能に特化した「テキストウィンドウ」で構成
されています。完成された雑誌の世界観をそのままに、紙と同等の読みやすさも実現。
また、動画・音声・各種リンクの挿入など、電子雑誌ならではのリッチな機能も充実しています。

MCMagazine Makerでは、InDesignデータを、組版情報を保持したまま直接変換します。使いやすい
ツールとあわせ、簡単・スピーディな制作環境を実現。雑誌の刊行ペースに合わせた制作が可能です。

音声

動画ハイパーリンク

見開き表示

読みたい箇所をタップすると、テキスト
ウィンドウが開きます。文字サイズや、
ウィンドウの表示位置、透過率もお好
みに合わせて調整できます。

サムネイル表示

見開き表示

ルビや縦中横を表現できます。
気になる語句を選択してWeb
検索することも可能です。

iPhone、Androidスマート
フォンでもスムーズにテキ
ストを読むことが可能です。

レイアウトイメージは、誌面全
体を表示します。動画や音声、
Webリンクなどのリッチコン
テンツも楽しめます。

画像をタップすると、
各デバイスに最適なサ
イズで拡大表示します。

＊変換対象ファイル：Adobe�InDesign�CS2以上

モリサワ定期購読アプリ
（iOS／Android OS）

出版社 ／ 印刷会社 ／ 制作会社

MCMagazine Maker
● 電子雑誌データへ変換
● コンテンツの編集

読 者

MCMファイルダウンロード

ビューア／本棚
（ストア アプリ）

校正用データ

MCMagazineに
対応した

電子書籍ストア

MCMファイル
● 電子雑誌コンテンツ
● モリサワフォント

Android 系
マーケット

App Store

※変換対象ファイル：Adobe InDesign CS2以上

InDesignデータ

PDFデータ

FIX型EPUBデータ

＊

Id



●本カタログに記載されている会社名および商品名・ロゴ
は、各社の登録商標または商標です。●本仕様は、予告なく
変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2008

大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151
東京都新宿区下宮比町2-27 Tel:03-3267-1231
仙台市若林区新寺1-3-8 Tel:022-296-0421
名古屋市中区丸ノ内1-5-10 Tel:052-201-2341
札幌市北区北十条西2-6 サウスシティ2F Tel:011-700-0112
福岡市博多区博多駅東1-3-25 Tel:092-411-5875
鹿児島市高麗町11-3 下田平ビル2F Tel:099-252-2255

本社
東京本社
仙台支店
名古屋支店
札幌営業所
福岡営業所
鹿児島営業所　

〒556-0012
〒162-0822
〒984-0051
〒460-0002
〒001-0010
〒812-0013
〒890-0051 

株式会社モリサワ www.morisawa.co.jp

本製品に関する情報は www.morisawa.co.jp

NO COPY
無断コピーは違法です！

モリサワ製品の不正コピーなど、違法行為にお気づきの方は
（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会（Tel:03-5976-
5178）までご連絡ください。


