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フリーダウンロード可能な縁取りフォント32個

フォントの背景は透明、文字の周りに1pxほどのラインで囲まれた縁取りフォントを紹介します。中にはデフォルトで縁取ら
れていないフォントもございます。その場合はアイキャッチでイメージしていただき、フォトショップなどのグラフィックソ
フトで加工してください。

使用の際は各ライセンスをご確認の上ご利用ください。

AK-Applique White

ちくちくアップリケしたようなフォント。Black（黒地に白い糸）、White（白地に黒い糸）の2種類が用意。

利用範囲： 個人利用可

収録文字：
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アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://pandachan.jp/strawberry/font/03applique.html

AK-cookies vanilla

クッキーみたいなフォント。チョコ(黒塗り)とバニラ(白抜き)の2書体。

利用範囲： 個人利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

絵文字

ダウンロード先：http://pandachan.jp/strawberry/font/32cookies.html

Automatic

頭がトンガった部分がチャームポイントの斜体フォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： アルファベット 数字 記号

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

Camel open AL&kana

特徴的な字形のカナ・英数字フォント。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あり。sitebook

http://atclip.jp/freefont/font_automatic.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.cfont.jp/al-kana/camel.html

Chape 02 AL_kana

文字の端にいくほど細くなるフォント。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あり。
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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.cfont.jp/al-kana/chape-02.html

CHUBBY

カクカクとしたプロポーショナルフォント。大文字で打つと黒塗り、小文字で打つと白抜きの文字。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： アルファベット

ダウンロード先：http://welina.holy.jp/font/design/chubby/

Cliper open kana

2バイトのカタカナフォント。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あり。

利用範囲：
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個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： カタカナ

ダウンロード先：http://www.cfont.jp/kanafont/cliper%20open%20kt.html

Cliper Series

文字の中の●（黒丸）が特徴的なフォント。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あ
り。

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
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ダウンロード先：http://www.cfont.jp/eijifree/cliper.html

Cliper shadow kana

影付きのカタカナフォント。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あり。

利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

収録文字： カタカナ

ダウンロード先：http://www.cfont.jp/kanafont/cliper%20shadow%20kt.html

Coppepan-AL, KT, HR

食べたくなってしまうような美味しそうなフォントを！と考えられた極太で丸々としたフォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： 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://mksd.jp/coppepan.html
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coro edge

coro(コロ)のふちどりバージョンフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字

ダウンロード先：http://www.rain-road.com/font/font.html

Hyonnakotokara-AL, KT, HR

鉛筆で下書きしたようなフォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字：
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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://mksd.jp/hyonnakotokara.html

Kakomi-A

かこみ系フォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/

Kakomi-B

かこみ系フォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/

Kakomi-C

かこみ系フォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/

sitebook

http://mksd.jp/hyonnakotokara.html
http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/
http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/
http://www.asterism-m.com/font/bmp-1byte/


sitebookで検索！

KFひま字ワク

「ＫＦひま字キッズ」を元にした、ラフなラインの白抜きフォント。

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://www.kfstudio.net/himajiwaku/

Mikiyu Font Mokomori-A

手書き風の白抜き文字フォント。アルファベット、数字、記号のみ。

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
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ダウンロード先：http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#Mokomori-A

Millkey Open

ミルキーのような字体。商用利用にはロイヤリティフリーの「CFONT COLLECTION」を購入する必要あり。

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.cfont.jp/eijifree/millky%20open.html

mini-コンビニ

コンビニで買える商品（イラスト）が300個が入っているフォント。文字・イラストあわせて802文字収録。
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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 アルファベット

数字 記号 絵文字

ダウンロード先：http://mini-design.jp/font/mini-convenie.html

Monday-AL

ノーマル（Normal）、アウトライン（Outline）、メルト（Melt）の3ファミリーが収録されている手書きフォント。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://mksd.jp/monday.html

No.005

カタカタとした白抜きのカタカナフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： カタカナ アルファベット

ダウンロード先：http://idfont.jp/kana-free.htm

No.027

丸っとしたカタカナフォント。
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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

ダウンロード先：http://idfont.jp/kana-free.htm

Pix

横に伸びた感じの欧文フォント。

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://atclip.jp/freefont/font_pix.html

Spaghettini-AL

パスタをテーマにしたフォント。「Peperoncino（ペペロンチーノ）」「Carbonara（カルボナーラ）」「Ikasumi（イカ墨）」
の3タイプが用意。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://mksd.jp/spaghettini.html
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Timber-AL,KT, HR

「材木/用材/角材/横木（Timber）」をテーマにデザインしたアルファベット・ひらがな・カタカナフォント。

利用範囲： 個人利用可 商用利用（要相談）

収録文字： 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://mksd.jp/timber.html

uzu balloon o

風船のイメージで上は丸く下は細くデザインされたフォントのアウトライン版。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font.html

uzu cheese o

四角いチーズに穴がたくさんあるようなフォントのアウトライン版。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font.html

キルゴU

漫画「キルミーベイベー」のタイトルロゴをイメージしたフォント。
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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

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://getsuren.com/fonts.html

できそこないもじ エッヂ

できそこないもじのふちどりバージョン。１バイトひらがな。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可
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収録文字： ひらがな 記号

ダウンロード先：http://www.rain-road.com/font/font.html

ふわもこフォント

雲みたいにふわふわでモコモコしたフォント。白抜きなので見出しやロゴに最適。

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://huwahuwa.ff-design.net/archives/68

みきゆフォント　もこもり白β

２バイトの手書き風フォント。アルファベット、ひらがな、カタカナ、数字と、一部の記号、一部の漢字が収録。
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利用範囲： 個人利用可 商用利用（有償）

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://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#もこもり白

ライナー03

ペンで丁寧に描いた文字のフォント。

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/liner03.html
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