
［ リョービフォント ］  2011年度よりリョービフォントのラインナップが加わりました。

（ 2011年10月現在 ）

分類 書体（ファミリー） ウエイト

明朝体

本明朝-Book
本明朝-Book 小がな
本明朝-Book 新がな
本明朝-Book 新小がな
本明朝 L/M/MA/BII/EII/U
本明朝 小がな L/M
本明朝 新がな L/M/BII/EII/U
本明朝 新小がな L/M
ナウ MM/MB/ME/MU
ファイン MB/ME
平成明朝体 W3/W9

ゴシック体

ゴシック LII/MII/MA/B/EII/U
ゴシック 新がな LII/MII/B/EII/U
ナウ GM/GB/GE/GU
平成角ゴシック体 W5/W9

丸ゴシック体 シリウス LII/M/B/E/U
平成丸ゴシック体 W4

デザイン書体

G2サンセリフ B/U
ウッディ GM
サン M/B/E
ぶらっしゅ
フローレン
フローレン 明朝がな
フローレン ゴシックがな
ぽっくる

コミック体

リョービ アンチック B
リョービ ミダシック E
リョービ フキダシック B
リョービ レタリック B

分類 書体（ファミリー） ウエイト

筆書体

花胡蝶 L/M/B
花蓮華 L/M/B
花牡丹 DB
リョービ新楷書
松慶行書体
篠 M/B
羽衣 M/B
リョービ古印体
リョービ勘亭流
日活正楷書体

かな明朝体

築地 L/M/B/E/MM/MB/ME/MU
小町 L/M/B/E/MM/MB/ME/MU
良寛 L/M/B/E/MM/MB/ME/MU
行成 L/M/B/E/MM/MB/ME/MU
弘道軒 L/M/B/E/MM/MB/ME/MU

かなゴシック体

築地 GM/GB/GE/GU/ゴシックE
小町 GM/GB/GE/GU/ゴシックE
良寛 GM/GB/GE/GU/ゴシックE
行成 GM/GB/GE/GU/ゴシックE
弘道軒 GM/GB/GE/GU/ゴシックE

欧文書体

Venetian-Book（Roman/Italic/SC/Italic OsF/Vertical）
Garamond-Book（Roman/Italic/SC/Italic OsF/Vertical）
Baskerville-Book（Roman/Italic/SC/Italic OsF/Vertical）
Bodoni-Book（Roman/Italic/SC/Italic OsF/Vertical）

数字、記号書体

電話記号
OCR-B
数字1～77、201～250、301～442
飾り罫1～5

※リストは2011年10月現在のもので、変更になる場合がございます。利用可能書体一覧

9

分類 書体（ファミリー） ウエイト

明朝体

リュウミン L-KL/R-KL/M-KL/B-KL/EB-KL/
H-KL/EH-KL/U-KL

黎ミン L/R/M/B/EB/H/EH/U
黎ミンY10 L/R/M/B/EB/H/EH/U
黎ミンY20 R/M/B/EB/H/EH/U
黎ミンY30 M/B/EB/H/EH/U
黎ミンY40 B/EB/H/EH/U
太ミンA101
見出ミンMA1
見出ミンMA31
光朝
A1明朝

ゴシック体

新ゴ EL/L/R/M/DB/B/H/U
ゴシックMB101 L/R/M/DB/B/H/U
中ゴシックBBB
太ゴB101
見出ゴMB1
見出ゴMB31

丸ゴシック体
じゅん 101/201/34/501
新丸ゴ L/R/M/DB/B/H/U
ソフトゴシック L/R/M/DB/B/H/U

デザイン書体

フォーク R/M/B/H
丸フォーク R/M/B/H
カクミン R/M/B/H
タカハンド L/M/DB/B/H
竹 L/M/B/H
モアリア R/B
明石
徐明
那欽
武蔵野
くもやじ
ハルクラフト
プリティー桃
はるひ学園

装飾書体

新ゴ シャドウ
新ゴ エンボス
新ゴ ライン
新ゴ 太ライン
新丸ゴ シャドウ
新丸ゴ エンボス
新丸ゴ ライン
新丸ゴ 太ライン

筆書体

正楷書CB1
新正楷書CBSK1
欧体楷書
楷書MCBK1
教科書ICA L/R/M
角新行書 L/M
隷書E1
陸隷
勘亭流

分類 書体（ファミリー） ウエイト

かな明朝体

リュウミン小がな L-KS/R-KS/M-KS/B-KS/EB-KS/
H-KS/EH-KS/U-KS

リュウミンオールドがな L-KO/R-KO/M-KO/B-KO/EB-KO/
H-KO/EH-KO/U-KO

アンチックAN L/R/M/DB/B/H/U/1/2/3/4

かなゴシック体

ゴシックMB101小がな L-KS/R-KS/M-KS

ネオツデイ大がな EL-KL/L-KL/R-KL/M-KL/DB-KL/
B-KL/H-KL/U-KL

ネオツデイ小がな EL-KS/L-KS/R-KS/M-KS/DB-KS/
B-KS/H-KS/U-KS

ハッピーN L/R/M/DB/B/H/U
わんぱくゴシックN L/R/M/DB/B/H/U
タイプラボN L/R/M/DB/B/H/U
はせトッポ L/R/M/DB/B/H/U
墨東N L/R/M/DB/B/H/U
ゼンゴN L/R/M/DB/B/H/U

かな丸ゴシック体

丸ツデイ L/R/M/DB/B/H/U
丸アンチック L/R/M/DB/B/H/U
カモレモン L/R/M/DB/B/H/U
カモライム L/R/M/DB/B/H/U
キャピーN L/R/M/DB/B/H/U
ららぽっぷ L/R/M/DB/B/H/U

かなデザイン書体 武蔵野 草かな
かな筆書体 欧体楷書 藤かな

UD書体

UD黎ミン L/R/M/B/EB/H
UD新ゴ L/R/M/DB/B/H
UD新ゴNT L/R/M/DB/B/H
UD新丸ゴ L/R/M/DB/B/H

学参書体

学参 リュウミン L-KL/R-KL/M-KL/B-KL
学参 新ゴ L/R/M/DB/B
学参 中ゴシックBBB
学参 太ゴB101
学参 じゅん 34/501
学参 新丸ゴ L/R/M/DB/B
学参 教科書ICA L/R/M

学参かな

学参かな 新ゴ R/M/B
学参かな 新丸ゴ R/M/B
学参かな 教科書ICA L/R/M
学参かな アンチックAN R/M/B
学参かな ネオツデイ L-KL/R-KL/M-KL/DB-KL/B-KL

学参欧文

学参欧文 ブロック体
学参欧文 ローマ字1 Light/Regular/Medium
学参欧文 ローマ字2 Light/Regular/Medium
学参欧文 CenturyOld Roman/Italic
学参欧文 Century Bold/BoldItalic
学参欧文 Century Phonetic

学参数字 学参数字 イタリック／正体SI K10～K60
筆順書体 筆順ICA／筆順2ICA R/M

欧文書体 ClearTone SG ExtraLight/Light/Regular/Medium/
DemiBold/Bold/Heavy/Ultra

記号書体 地紋
罫

数字書体 数字224書体
くいこみ数字


