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UDモトヤ新聞明朝 / 新聞ゴシック

モトヤUDフォントは、大文字化対応や太さの調整、シンプルな文字構成で

通常のフォントより可読性・視認性・判読性に優れており、様々な分野での

活用が可能です。中でも医療・介護・工事現場など、安全かつ的確な表示が

求められる環境において、多大な効果をもたらし安全性の向上に寄与します。

NUDモトヤアポロ 2B/3/4/5/6デザイン NUDモトヤシーダ 2B/3/4/5/6

NUDモトヤマルベリ 2B/3/4/5/6

新　聞

明　朝 NUDモトヤ明朝 2B/3/4/5/6

可読性 + 視認性 + 判読性

モトヤ UD対応フォント
ユニバーサルデザインフォント
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表 格
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92.7%
見やすくなった

7.3%7.3%

76.8%

23.2%23.2%

87.2%
見やすくなった

12.8%12.8%

Q. 形状の変更Q. エレメントのシンプル化

83.5%
見やすくなった

16.5%16.5%

・常に貴社フォントが愛用者目線で進化されている所に感銘を受けてます。（50代男性）

・仕事場の掲示物や広報誌の見出しなどに使ってみたいと思いました。（40代男性）

このほか、たくさんの高評価をいただいています。

・デザイン性を低下させないで且つ文字自体も見易くなっていいと思う。（30代女性）

モトヤ UD 対応フォントユーザー評価

　モトヤ書体は活字時代から培った理念により、文字の美しさと優れた可読性を備えており、本来的にユニ

バーサルデザイン性を有しています。アポロ／シーダ／マルベリについてはすっきりとしたデザインで、文

字の懐も広く「読みやすさ（可読性）」に加えて「見やすさ（視認性）」も兼ね備えており、既に印刷用途や

デジタルコンテンツ用としてユニバーサルデザインの機能を充分に満たしています。　

　このように、もともとユニバーサルデザインを意識して開発を行ったモトヤフォントですが、社会状況の

変化に伴って、より一層の改良を加え誕生したのが UD 対応フォントです。モトヤ UD 対応フォントは、

可読性・視認性・判読性を併せ持っていますので、あらゆる分野のご使用に自信を持ってお勧めいたします。

　「JIS X 0213：2004 対応フォント」により、Vista 以降のWindows OS とそれ以前のWindows OS の

環境に依存しない文書作成環境が実現可能になります。JIS X 0213：2004 対応フォントは、企業内での

文書作成などのビジネスシーンをはじめ、ICT分野、各種組込み用途などに幅広くご使用いただけます。

　JIS X 0213：2004に準拠するため、従来のモトヤTrueTypeフォントから162文字の漢字の字形を変更

しています。また、「メイリオ」の仕様に合わせるため、非漢字の一部を変更しています。

弊社フォント購入ユーザー、ならびにメールマガジン配信登録者 400名を対象にサンプリングを行った結果、高い評価を得ました

フォントの特徴 JIS X 0213：2004 対応UDフォントの特徴

異なるWindows OS 間での字形の互換性実現や組込み用途に最適

さらに様々な分野での活用が可能

辻

海

太さの調整で小さいサイズでの線切れを解消

大文字化による高齢化社会への対応 デザインの差別化による判読性の向上

シンプルな文字構成で視認性を向上



使用サンプルと推奨分野

NUDモトヤシーダ３ /マルベリ５ 

点滴専用
１０ %

静注用
２ ml

NUDモトヤシーダ 2B/マルベリ４

 様

急速静注 希釈確認
抗不整脈剤　1ｇ

NUDモトヤシーダ 2B 

咳、喉 の 痛 み
などの緩和

すること

医療分野 / 組込み機器表示 / 各種パッケージでのサンプル表示

上記サンプルの他、各種案内板・送付書類・ラベル類などに最適です。

株式会社ONE COMPATH　

インターネット地図サービス

「Mapion」

モトヤフォント導入事例
可読性の高いUD対応フォントは、印刷業界をはじめWeb上の地図サービス
サイトやテレビゲーム・テレビテロップなど様々な分野で採用されています。

○ モトヤ UD 対応フォントの採用ポイント

　 ・小さい文字でも潰れず表示が可能なこと

　 ・紙の地図のような見やすいデザインを Web に表現
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7.3% 23.2% 12.8%16.5%

※変更字形の表示にはモトヤ J04明朝 2を使用しています。

書体一覧

JIS X 0213：2004 対応フォント　字形変更一覧表

JIS X 0213：2004 で改正された 168文字に対するモトヤ変更文字 133文字

その他 JIS X 0213 に対するモトヤ変更文字 29字

＊…IBM外字

NUDモトヤ J04 アポロ 2B/3/4/5デザイン

可読性の高いUD書体
可読性の高いUD書体
可読性の高いUD書体
可読性の高いUD書体

NUDモトヤ J04 シーダ 2B/3/4/5ゴシック

NUDモトヤ J04 マルベリ 2B/3/4丸ゴシック明　朝 NUDモトヤ J04 明朝 2B/3/4/5




