
sitebookで検索！

無料で使えるフリーハンドで書いたへた字フォント23個

無料でダウンロードできるフリーハンドフォントを集めました。「手書きフォント」の記事と比べて、より崩して書いた書体
をこちらにまとめています。中にはわざとへた字を再現したリアルな直筆に近いフォントもございます。あたたかみのあるチ
ラシやポップのデザインを作成する方は当ページをご参考ください。

使用の際は各ライセンスをご確認の上ご利用ください。

IKれんめんちっく

タテに組むと連綿体のように文字がつながる、タテ組み専用2バイトひらがなフォント。連綿体とは行書や草書の文字を続けて
書く書体。タテ組みとベタ組み（カーニング／トラッキング値が0）の設定が可能なソフトが必要。sitebook

https://sitebk.com/summary/free-handwriting-fonts/


sitebookで検索！

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな

ダウンロード先：http://www.dwuk.jp/font/font-ikrenmen.html

miu font

フォント製作者の愛猫ミウをイメージして作られたフォント。猫のしっぽみたいなイメージ。

sitebook

http://www.dwuk.jp/font/font-ikrenmen.html


sitebookで検索！

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.rain-road.com/font/font.html

rehabilitation - リハビリフォント

病気と戦う患者さんがリハビリで書いた文字を、許可を得てフォント化したもの。

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://fontlab.web.fc2.com/rehabilitation.html

S2Gうみフォント

手書き文字から作成されたフォント。手紙などに使用するとかわいらしい印象を与える。

sitebook

http://www.rain-road.com/font/font.html
http://fontlab.web.fc2.com/rehabilitation.html


sitebookで検索！

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://s2g.jp/font/index.htm

Sampomichi HR

デコボコした文字組みと、直線と曲線によるデザインによって描き出された遊び系1byteひらがなフォント。かわいい雰囲気を
出したいロゴ文字にピッタリ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな

ダウンロード先：http://www.font910.jp/font-list/1byte04.html

Tokage-no-Shippo HR

アラビア文字のような独特のウネリと、大胆な筆跡を併せ持った、癖の強い手書き風ゴシック体の、1byteひらがなフォント。

利用範囲：

sitebook

http://s2g.jp/font/index.htm
http://www.font910.jp/font-list/1byte04.html


sitebookで検索！

個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな

ダウンロード先：http://www.font910.jp/font-list/1byte05.html

ちまころん

ちまちまころころとした（？）手書きフォント。収録文字は、アルファベット・記号・ひらがな・カタカナなど。

利用範囲： 個人利用可

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://cotorifont.net/font01/

ふい字

縦書きに対応している日本語かな文字フォント。「ふい字」は等幅、「ふい字Ｐ」はプロポーショナル。

sitebook

http://www.font910.jp/font-list/1byte05.html
http://cotorifont.net/font01/


sitebookで検索！

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://hp.vector.co.jp/authors/VA039499/#hui

ホリデイ たてがき-KT, HR

ひらがなとカタカナの縦書きフォント。縦書きのHP制作に最適。

sitebook

http://hp.vector.co.jp/authors/VA039499/#hui


sitebookで検索！

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 記号

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

まじぱねぇ

ギャル文字風の手書きフォント。文字が「ね」→「Ne」、「し」→「U」、「ん」→「ω」のように入れ替わる。手紙やプリ
クラ風の写真などを作るのに向いている。sitebook

http://mksd.jp/holidaytate.html


sitebookで検索！

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.illllli.com/font/handwriting/majipane/

みきゆフォント -Honey Candy-

2バイトフォント。アルファベット、ひらがな、カタカナ、数字と、一部の記号のみ。

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

sitebook

http://www.illllli.com/font/handwriting/majipane/


sitebookで検索！

数字 記号

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

みきゆフォント NEWペン字P

漢字が使えるフォント。漢字は、JIS第一水準・第二水準が全て使用可能。第三水準も一部収録。

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#NEWペン字P

みきゆフォント ペン字P

漢字が使えるプロポーショナルフォント。漢字は、JIS第一水準・第二水準が全て使用可能。第三水準も一部収録。

sitebook

http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#honey
http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#NEWペン字P


sitebookで検索！

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#ペン字

みきゆフォント（みきゆフォント 1st）

２バイトフォント。アルファベット、ひらがな、カタカナ、数字と、一部の記号のみ。

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

sitebook

http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#ペン字


sitebookで検索！

数字 記号

ダウンロード先：http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#1st

ようじょふぉんと

文字を覚えたての就学前の子ども（３～５歳ごろ）をイメージして作られた日本語フォント。 収録されている文字はひらがな・
数字とごく一部の記号のみ。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな 数字 記号

ダウンロード先：http://tanukifont.com/yojo-font/

りゅうのすけフォント

男性のラフな手書き文字を参考にして作られた書体。文字で「ラフな勢い、懐かしいやさしさ」を表現したい時に威力を発揮
するフォント。

sitebook

http://sozaiya405.chu.jp/405/font.htm#1st
http://tanukifont.com/yojo-font/


sitebookで検索！

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

ダウンロード先：http://www.flopdesign.com/font2/ryunosuke.html

れぃぞう

手書きの２バイト等幅フォント（文字幅が全て同じもの）。ちょっと角がとんがってる感じの文字。

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

sitebook

http://www.flopdesign.com/font2/ryunosuke.html


sitebookで検索！

ダウンロード先：http://sana.s12.xrea.com/2_reizou.html

渦的土屋

フォント製作者の知り合いの料理長の素敵なうねうね文字。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな

ダウンロード先：http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font/font20121018.html

渦的土屋 b

上記の「渦的土屋」の太字バージョン。

利用範囲： 個人利用可 商用利用可

収録文字： ひらがな

ダウンロード先：http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font/font20121018.html

殴り書きクレヨン

クレヨンタッチの手書きフォント。漢字は第一水準まで収録。ポップで、雑で、手作り感あるフォント。

sitebook

http://sana.s12.xrea.com/2_reizou.html
http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font/font20121018.html
http://www.geocities.jp/o030b/ainezunouzu/font/font20121018.html


sitebookで検索！

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://font.sumomo.ne.jp/font_2.html

隼文字

丁寧に書かれた手書き風フォント。「せくしょん」で変換すると、ハートマークになる。

sitebook

http://font.sumomo.ne.jp/font_2.html


sitebookで検索！

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

sitebook



sitebookで検索！

アルファベット 数字 記号

ダウンロード先：http://hayatotin.web.fc2.com/font.html

櫻井幸一フォント

字を書くのが大嫌い、フォント製作者の櫻井幸一氏が手書きで書いたフォント。8種類のウェイトが用意。

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://fontlab.web.fc2.com/sakuraikouichi.html

櫻井幸一袋文字フォント

上記の「櫻井幸一フォント」の袋文字バージョン。

利用範囲：

sitebook

http://hayatotin.web.fc2.com/font.html
http://fontlab.web.fc2.com/sakuraikouichi.html


sitebookで検索！

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://fontlab.web.fc2.com/sakuraikouichioutline.html

sitebook

http://fontlab.web.fc2.com/sakuraikouichioutline.html

