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漫画や同人誌で使える漫画フォント27選

文字を入力するだけで簡単にコミックや同人誌で使われそうな文字を表現できるフォントを27つ集めま
した。漫画の読みやすさのためにもフォント選びは大事です。 今回、ご紹介するフォントの中から自分
の漫画や同人誌に合うフォントを見つけてみてください。

FUKIDASHI

文字を入力する感覚で漫画のセリフなどに使える吹き出しを表現できるフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字：
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絵文字

ダウンロード先：http://atclip.jp/freefont/font_fukidashi.html

g_太手書き丸

フェルトペン等のマーカーで丁寧に描き文字したようなフォント。丸っこい、かわいい、popな感じに
なっています。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://material.animehack.jp/font_groundbold.html

GL-アンチック

アンチック体かな文字フォント。ひらがな・カタカナ・記号等のみです。

利用範囲：
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http://atclip.jp/freefont/font_fukidashi.html
http://material.animehack.jp/font_groundbold.html


sitebookで検索！

個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな カタカナ 記号

ダウンロード先：http://gutenberg.osdn.jp/ja/license.html

GL-アンチックPlus

上記でご紹介したGL-アンチック に M+ フォントを合成したアンチゴチ体の試験公開版。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな カタカナ 記号

ダウンロード先：http://gutenberg.osdn.jp/ja/license.html

Kokecco2-KT

マンガの擬音ぽく奥行きを多少付けた特徴的なカタカナフォント。
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http://gutenberg.osdn.jp/ja/license.html
http://gutenberg.osdn.jp/ja/license.html
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： カタカナ

ダウンロード先：http://mksd.jp/Kokecco.html

あきはばらウォーカーズ

今時の秋葉原をイメージして作ったフォント。細身でスタイリッシュですが、どことなくかわいらしさ
というかユーモラスな雰囲気漂う感じのフォントです。
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http://mksd.jp/Kokecco.html
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： ひらがな カタカナ

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font4/akihabarafont.html

あははもじもじ

擬音語・擬態語にぴったりのユニークな手書き風フォント。
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http://www.flopdesign.com/font4/akihabarafont.html
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： ひらがな カタカナ

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font7/ahahamojimoji-font.html

ウルトラコミックフォント

極太なポップな感じのゴシック体。
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http://www.flopdesign.com/font7/ahahamojimoji-font.html
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： カタカナ アルファベット 数字

記号

ダウンロード先：http://www.fordesign.jp/Free/fonts/flopfont/67ultracomic.html

オレのカノジョがイタすぎる

漫画やラノベのようなコミカルさとハネるような勢いが特徴のかなフォント。sitebook

http://www.fordesign.jp/Free/fonts/flopfont/67ultracomic.html
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： ひらがな カタカナ

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font7/orenokanojyo-font.html

けいふぉんと！

『けいおん！』のロゴタイプをヒントにしたフォント。太めのフォントなので、本文よりは見出し・タ
イトルなどに向いています。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字
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ダウンロード先：http://font.sumomo.ne.jp/font_1.html

ジョジョフォント

漫画やアニメの「ジョジョの奇妙な冒険」に出てくる特徴的な擬音（オノマトペ）が再現できるフォン
ト。

利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： カタカナ 記号

ダウンロード先：http://www2.gol.com/users/glow/jojo_font.html

ナツコミフォント

文字の一部が極太でコミカルなデザインされたフォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： カタカナ アルファベット 数字

記号

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/fonts.html?catid=0&id=89

はらませにゃんこ

柔らかさと雑さが魅力のロゴ向けのフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな カタカナ アルファベット

数字 記号

ダウンロード先：http://inatsuka.com/extra/haranyan/

ファットボーイウルトラ

とにかく太いフォント！太くてインパクトあるアルファベットを使いたいという方にピッタリ。
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http://www.flopdesign.com/fonts.html?catid=0&id=89
http://inatsuka.com/extra/haranyan/
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font3/fatboyultra.html

フユコミフォント

全体的に太めでシャープなラインが特徴的なフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字：
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カタカナ

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/fontcollection/fuyucomifont.html

みつごもじ

3種類のフォントがセットになったポップなタイトル向けのフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： ひらがな カタカナ

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font4/mitsugomoji.html

やさしさアンチック

ゴシック体の漢字にあわせた太い明朝体の「かな」が組み合わされたフォント。普通のアンチック体よ
りも太さの差が少ないので漢字との統一感が高い漫画用フォントにオススメです。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.fontna.com/blog/1122/

ラノベPOP

軽やかで弾むような、楽しい雰囲気のキュートなPOP体フォント。
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http://www.fontna.com/blog/1122/
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利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.fontna.com/blog/1706/

ワンピースフォント

人気アニメ『ワンピース』で使われていいそうな雰囲気のフォント。
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http://www.fontna.com/blog/1706/
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： カタカナ アルファベット 数字

記号

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/fontcollection/onepiecefont.html

新コミック体

軟やかな仮名文字の特徴を残しつつ、ゴシック体の漢字との親和性を高めたアンチック書体。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号
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ダウンロード先：http://www.font910.jp/font-list/conposite-comic.html

銀魂　次回予告体（大甘書道体）

アニメ銀魂で次回予告に使われていた文字をデジタルフォント化したもの。

利用範囲： 個人利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://fontlab.web.fc2.com/sweetheavycalligraphy.html

源暎アンチック

日本語オープンタイプフォントとして一般的な英数字がプロポーショナル、日本語が全角等幅なタイプ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号
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ダウンロード先：http://okoneya.jp/font/download.html

源暎ゴシックM

ＭＳゴシックなどと同様に一部の英数字が半角等幅、それ以外が全角等幅なタイプ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://okoneya.jp/font/download.html

源暎ゴシックN

日本語オープンタイプフォントとして一般的な英数字がプロポーショナル、日本語が全角等幅なタイプ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://okoneya.jp/font/download.html

源暎ゴシックP

ＭＳ Ｐゴシックなどと同様に欧文とひらがな・カタカナ、一部の記号がプロポーショナルで、漢字など
が全角等幅なタイプ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ
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アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://okoneya.jp/font/download.html

源暎ラテゴ/ラテミン

日本語オープンタイプフォントとして一般的な英数字がプロポーショナル、日本語が全角等幅なタイプ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://okoneya.jp/font/download.html

日本橋 2.0-AL, KT

月刊 IKKI（小学館）にて2000年11月から2003年6月に連載されていた漫画『G戦場ヘヴンズドア』
（日本橋ヨヲコ：著）とWEB・週刊日本橋ヨヲコの為に作られたロゴタイプを元にしてデザインされた
フォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： 漢字 ひらがな カタカナ
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アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://mksd.jp/nihonbashi.html
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