華
一
ダイナフォント年間ライセンス
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ゲーム・アミューズメント業界向けプラン

◇

で広がる、ゲームの世界

ダイナフォント全書体が使える年間ライセンス

ベーシックなフォントも、
デザイン性に優れたフォントも、全書体収録
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エイブラハムのお店
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目的地

タートマス・ヴィレッジ

宿泊地
アイテム

デンガム城

バーギアン・キャニオン

オプション

クッキー

これにする！
ロームルネ湖

GO

やくそう

森のクマの好物。
プレゼントすると仲良くなれるよ！

第 2 リア・タウン

Main
Menu

はちみつ
800

いまはやめとく

イシューズ地方

小屋

使用書体：綜藝体・レンガ体・金剛黒体

はたけ

もり

うみ

もちもの

使用書体：南極POP・クラフト遊・スティック

ローカライズに最適な、
グローバルフォント「金剛黒体」
収録
〇6ウエイトに対応

日本語

Ultralight / Thin / Light / Regular /
Medium / Semibold

端末の機種変更をしたところ、前の端

換手機後，舊裝置購買的道具不見了。

末で購入したアイテムがきえました。
セーブデータが消えてしまいました。

存檔資料不見了。有辦法讓存檔資料復

セーブデータの復旧はできますか？

原嗎？

アイテムを購入したのにフィールドで

購買道具後，卻無法在原野地圖中選擇

選択できません。

使用。

アップデートしたのに、特典アイテム

更新後，特典道具沒有出現。

が現れません。

〇4種類のコンデンス書体に対応
横幅90% / 横幅85% / 横幅80% / 横幅75%
※日本語書体が対応しています。

〇18種類の言語に対応
日本語、中国語繁体字、中国語簡体字、

繁体字中国語

インターネット接続は問題ないのに、

網路連線沒有問題，但連線遊戲途中卻

オンラインプレイが中断されます。

會斷線。

線上諮詢

韓国語、FIGS（フランス語・イタリア語、
ドイツ語、スペイン語）を含むラテンア
ルファベット137言語を含むラテン語、
アラビア語、アルメニア語、クメール
語、シンハラ語、タイ語、タイ語モダ
ンタイプ、タミル語、ビルマ語、ヒン
ディー語、ベトナム語、ヘブライ語、
ベンガル語、ラオス語

1

ゲーム＆アプリ

印刷物

Web

デザイン

電子書籍

Webフォント

映像作品

デジタル
コンテンツ

多言語フォント

多言語フォントも使える。Webフォントクラウドサービス「DynaFont Online」も使える。
ゲーム&アプリも、印刷物も、Webデザインも、電子書籍も、デジタルコンテンツも使える。

有名作品での採用実績も豊富なダイナフォントでゲームを開発できる
逆転裁判123 成歩堂セレクション

大神 絶景版

©Amuse/Fu Long Production, ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ／上記のゲーム画面、パッケージ画像は「＋DESIGNING Vol.47」の記事から転載した画像となります。

DynaSmart Vだからできる、
ロゴやWeb、動画などでも、世界観の統一
Webサイト／Webフォント

ロゴおよびパッケージ

動画／テロップ書体

使用書体：古籍銀杏、金剛黒体

使用書体：シネマ凜S

SNS用スタンプ（デジタルコンテンツ）

使用書体：ハンノテート

使用書体：極太丸ゴシック体

使用書体：古籍銀杏、金剛黒体、華康明朝体

2

シリーズ 製品紹介

ゲーム、
印刷、
Web、
映像に許諾対応し、
多言語フォントやWebフォントを含む
ダイナフォント全書体が使える、
プロデザイナー向け年間ライセンス

ゲーム、印刷、
Web、
動画など
メディアミックスに

ゲーム＆アプリ

ラテン語、中国語、
韓国語フォントなど
ローカライズに最適

印刷物

Web
デザイン

電子書籍

最新フォントが
定期的に追加され
書体数が増加

デジタル
コンテンツ

映像作品

アワード受賞
フォント

ダイナフォントが
Webフォントとして
使える

多言語フォント

Webフォント

契約台数 ※PC1台1ライセンスあたりの料金（税込）

料金プラン

1〜4台
45,650円/台

1年

型番：DCSMV1001N

3年一括

型番：DCSMV3001N

契約年数

ファイル容量の軽い
TrueTypeフォントも
収録

125,400円/台

5〜9台

10〜19台

44,990円/台

型番：DCSMV1002N

123,420円/台

型番：DCSMV3002N

44,330円/台

型番：DCSMV1003N

121,440円/台

型番：DCSMV3003N

20〜49台
43,670円/台

型番：DCSMV1004N

119,460円/台

型番：DCSMV3004N

50台〜99台
43,010円/台

型番：DCSMV1005N

117,480円/台

型番：DCSMV3005N

100台〜
42,350円/台

型番：DCSMV1006N

115,500円/台

型番：DCSMV3006N

※4年一括契約、5年一括契約のプランもご用意しています。価格などはダイナコムウェア株式会社までお問い合わせください。

ゲーム拡張オプション
ミドルウェアのフォント埋め込み機能など、
フォントを埋め込んで使用できる
ゲームにダイナフォントを存分に使用できる拡張オプション

ゲーム全般および、
モバイルアプリケーションに
フォントを埋め込んで使用

料金プラン

契約年数

各種ミドルウェアでの
フォント埋め込み機能が
使用許諾範囲に

契約台数 ※PC1台1ライセンスあたりの料金（税込）
1年

33,000円

型番：DCSGO1001N

3年一括

99,000円

型番：DCSGO3001N

※1 ゲーム拡張オプションのご契約は、DynaSmart Vのご契約者様に限らせていただきます。
※2 DynaSmart Vの契約期間中にオプション契約を結ぶ場合は弊社までお問い合わせください。

3

ゲーム内のチャットや
プロフィール入力など
文字入力に対応できる

Flashゲームにおける
ダイナミックテキストに
フォントを利用できる

ゲーム&アプリ開発を、
さらに、
広げる、DynaSmart V ゲーム拡張オプション

〇

ゲーム拡張オプションで許諾OKの制作物
ゲームソフトウェア全般（コンシューマ、PC、アーケードなど）・モバイルアプリケー
ション、娯楽遊技機器が許諾されます。

許諾OKの制作物 一例
ゲームアプリ／トーク・通話アプリ／ニュース系アプリ／閲覧表示用アプリ など

DynaSmart V ゲーム拡張オプションで利用できるコンテンツ 一例
コンシューマゲーム

PCゲーム

ソーシャルゲーム

アーケードゲーム

iOSアプリ

Androidアプリ

娯楽遊技機器

モバイルアプリ など

× ゲーム拡張オプションで許諾NGの制作物
一部のモバイルアプリケーション、ソフトウェアでの利用（動画・画像編集ツール、ビジネスソフトなど）は許諾されません。
許諾NGの制作物 一例：グラフィック系ソフト／表計算ソフト／ワープロソフト／写真を含む画像・動画編集ツール など

ゲーム&モバイルアプリケーションでのDynaFont（ダイナフォント）使用許諾範囲の比較
ゲームでのフォントの使用方法

DynaSmart V

ゲーム拡張オプション

〇

〇

フォントから抽出したアウトラインデータをそのまま使用する

拡張オプションが必要

〇

フォントファイル
（フルセット、
サブセット）
をゲームプログラムで使用する

拡張オプションが必要

〇

ゲーム内でユーザーが文字入力可能な部分で使用する

拡張オプションが必要

〇

Flashゲームで
「静止テキスト」
や
「サブセットフォント」
でのエンベッドで使用する

拡張オプションが必要

〇

Flashゲームで
「ダイナミックテキスト」
や
「入力テキスト」
でのエンベッドで使用する

拡張オプションが必要

〇

日本国内で開発した作品の海外での販売

〇

〇

海外のゲーム開発会社で使用

×

×

フォントを画像化してゲーム内で表示する

DynaFont（ダイナフォント）製品全般の使用許諾に関しましては、P9に記載しています。
ご不明な点などございましたら、ダイナコムウェア株式会社 第5営業部までお問い合わせください。

【TEL】03-3556-6618

【E-mail】info-jp@dynacw.co.jp
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シリーズ 購入方法&製品紹介

DynaSmart Vの新規契約／追加契約／契約更新

DynaSmartシリーズ取扱店での新規契約

契約申請書

DynaSmart取扱店

ダイナコムウェア

DynaFontネットショップでの新規契約

契約手続き完了通知

1

巻末の契約申請書またはダイナコムウェアWebサイト内の契約申請書よ
り必要事項を記載、ご署名のうえ、DynaSmartシリーズ取扱店にご提出
ください。
【URL】https://www.dynacw.co.jp/dynasmart/

2

お申込みから約2週間程度で弊社より直接ご登録いただいたメールアド
レス宛に契約手続き完了のご連絡をさせていただきます。

DynaFontネットショップ

DynaFontネットショップ内でご購入いただけます。
【URL】https://www.dynacw.co.jp/netshop/netshop̲dynasmart.aspx

DynaSmartシリーズ取扱店での追加契約
1

追加契約申請書兼見積書を発行

2

ご注文

3

契約手続き完了のお知らせ

ご契約者様のマイページより追加見積もりを作成、もしくはお電話か
FAX、E-mailにて弊社かDynaSmartシリーズ取扱店へ見積もり依頼をお願
いします。

DynaFontネットショップでの追加契約
1

Web会員ページへログイン

2

追加申請を実行

3

追加契約完了

「追加契約申請書兼見積書」にご署名のうえ、DynaSmartシリーズ取扱
店にご提出ください。

お申込みから約2週間程度で弊社より直接ご登録いただいたメールアド
レス宛に契約手続き完了のご連絡をさせていただきます。

Web会員登録後、Web会員ページにログインします。

DynaSmartシリーズ購入履歴の詳細をクリックし、「追加申請」を実行、
必要事項を記入することで購入いただけます。

追加契約ライセンス証明書はマイページよりご確認いただけます。

DynaFontネットショップでの契約更新

DynaSmartシリーズ取扱店での契約更新
1

更新のご案内をお客様へ郵送

1

Web会員ページへログイン

2

契約更新申請書兼見積書でご注文

2

更新を実行

3

契約手続き完了のお知らせ

3

契約更新完了

更新日の3ヶ月前に、契約期間満了を通知、「更新のご案内」と「契約
更新申請書兼見積書」を弊社よりお客様へ郵送いたします。

契約更新申請書兼見積書に、ご署名のうえ、DynaSmartシリーズ取扱店に
ご提出ください。

お申込みから約2週間程度で弊社より直接ご登録いただいたメールアド
レス宛に契約手続き完了のご連絡をさせていただきます。

契約手続き完了通知

Web会員登録後、Web会員ページにログインします。

DynaSmartシリーズ購入履歴の詳細をクリックし、「更新」を実行、必
要事項を記入することで購入いただけます。

契約更新ライセンス証明書はマイページよりご確認いただけます。

DynaSmart T／DynaSmart／DynaSmart PlusからDynaSmart Vへの契約変更
DynaSmart T、DynaSmart、DynaSmart PlusからDynaSmart Vへの契約変更に関しましては、ダイナコムウェア株式会社 第5営業部まで
お問い合わせください。残りの契約期間に合わせた見積書を発行させていただきます。

【TEL】03-3556-6618
5

【E-mail】info-jp@dynacw.co.jp

DynaSmartシリーズ収録書体／OpenType Proフォントに、18種類の多言語フォントも使える
収録書体

書体数

収録文字数および文字セット

DynaSmart V

DynaSmart

DynaSmart T

OpenType Pro6
（Win&Mac）

174

Adobe-Japan1-7準拠
（23,060文字)

〇

〇

×

OpenType Pro5
（Win&Mac）

59

Adobe-Japan1-5準拠
（20,317文字）

〇

〇

×

OpenType StandardN（Win&Mac）

211

Adobe-Japan1-3準拠
（9,498文字） ※甲金文体には325文字の異体字が付属。

〇

〇※1

×

OpenType Standard（Win&Mac）

261

Adobe-Japan1-3準拠
（9,354文字）

〇

〇

×

〇

〇 ※3

×

〇

×

×

〇

〇※1

〇※1

〇

〇※4

×

〇

×

×

〇

×

〇※1

〇

×

×

○簡体字中国語GB2312：Adobe-GB1-0（7,717字）
+その他248字 計7,965字
86
（金剛黒体：24）

GB2312
（7,445字）
に相当するグリフをサポート
○簡体字中国語GB18030：Adobe-GB1-4準拠
（29,064字）
○繁体字中国語：Adobe-CNS1-3準拠（18,846字）
○韓国語：Adobe-Korea 1-2準拠
（18,352文字）

※2
OpenType多言語（Win&Mac）

91
（金剛黒体：84）

TrueType（Mac）

316

TrueType多言語（Mac）

TrueType多言語（Win）

95

95

○アラビア語：Unicode準拠
（1,111文字）

○ビルマ語：Unicode準拠（818文字）

〇アルメニア語：Unicode準拠
（656文字）

○ヒンディー語：Unicode準拠（747文字）

〇クメール語：Unicode準拠（711文字）

○ベトナム語：Unicode準拠
（937文字）

○シンハラ語：Unicode準拠（714文字）

○ヘブライ語：Unicode準拠（728文字）

○タイ語：Unicode準拠（717文字）

○ベンガル語：Unicode準拠（726文字）

○タイ語(モダンタイプ)：Unicode準拠（717文字）

※5
○ラテン語：Unicode準拠
（1,256文字）

○タミル語：Unicode準拠
（704文字）

〇ラオス語：Unicode準拠
（633文字）

漢字Talk7の文字セットに準拠

※甲金文体には302文字の異体字が付属。

○簡体字中国語
（Mac）
：GB2312 (7,569字)、GB18030 (28,916字)

○ビルマ語：Unicode準拠（1,095文字）

○繁体字中国語
（Mac）
：Big5 (13,902字)

○ヒンディー語：Unicode準拠（839文字）

○簡体字中国語
（Win）
：GB2312 (7,589字)、GB18030 (28,916字)

○ベトナム語：Unicode準拠
（937文字）

○繁体字中国語
（Win）
：Big5 (14,588字)

○ヘブライ語：Unicode準拠（924文字）

○アラビア語：Unicode準拠
（1,032文字）

○ラテン語：Unicode準拠
（1,245文字）※5

○タイ語：Unicode準拠（644文字）
TrueType（Win）

316

外字付きTrueType (Win)
※1
※2
※3
※4
※5

36

Microsoft標準キャラクタセット+表外漢字UCS互換10文字+第三水準漢字1文字 ※甲金文体には316文字の異体字が付属。
18書体：Microsoft標準キャラクタセット+表外漢字UCS互換10文字+第三水準漢字1文字+人名記号外字4,718文字
18書体：Microsoft標準キャラクタセット+表外漢字UCS互換10文字+第三水準漢字1文字+拡張人名外字2,878文字

「DynaSmart」「DynaSmart T」にはテロップ書体22書体は収録されていません。
「金剛黒体」の収録文字数及び文字セットになります。その他の多言語書体に関しましては、弊社HPをご参照ください。（https://www.dynacw.co.jp）
「DynaSmart」には金剛黒体の多言語24書体は収録されていません。UDゴシック体 繁体字中国語およびUDゴシック体 簡体字中国語は収録されていません。
「DynaSmart」には簡体字中国語40書体、繁体字中国語48書体の合計88書体のみ収録されています。
ラテン語は欧米諸国をはじめ、さまざまな国のラテンアルファベット137言語に対応しています。

ああ

DynaSmartシリーズ特典フォント／星座仮名フォントやアートフォントなど、楽しさいっぱい

収録書体
TrueType（Mac）
外字付きTrueType（Mac）

書体数

収録文字数および文字セット

DynaSmart V

DynaSmart

DynaSmart T

1

漢字Talk7の文字セットに準拠

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

×

×

〇

×

〇

116

TrueType（Win）

18

TrueType（Win）

134

100書体：漢字Talk7の文字セットに準拠+1,395文字、
漢字376文字、IBM選定外字431文字(外字計2,202文字)
16書体：漢字Talk7の文字セットに準拠+人名外字1,880文字
18書体：Microsoft標準キャラクタセット
100書体：Microsoft標準キャラクタセット+記号1,395文字、漢字376文字、IBM選定外字388文字(外字計2,159文字)
16書体：Microsoft標準キャラクタセット+人名外字1,880文字
18書体：Microsoft標準キャラクタセット+人名外字2,878文字

TrueType（Win、Mac）

2,419

12書体：星座仮名フォント

40書体：かなフォント

27書体：イラストカットフォント

320書体：数字フォント

40書体：日本語アートフォント

1,980書体：アートフォント
（欧文・かな・数字・漢数字）

※特典フォントは、サポート対象外となります。ご了承ください。

動作環境

※2021年5月時点での情報となります。

最新情報

OS対応に関する最新の対応状況は弊社Webサイトおよび右記のQRコードからご確認ください。
URL：https://www.dynacw.co.jp/support/support̲os11.aspx

共通環境

〇1書体につき約2MBから20.8MBの空き容量を持つハードディスクドライブ
〇インターネット接続環境（WEBブラウザおよび電子メールの利用できる環境）

Macintosh
Windows

OS X 10.10.5以降日本語版
※Classic環境は未対応
Windows 8.1/10 日本語版
○上記日本語OSが稼動するPC/AT互換機

最新OS状況

Webフォントクラウドサービス DynaFont Online（D F O）付 与 PV数
製品名

内容

DynaSmart V

1年契約：1ライセンスにつき100万PVを付与／3年契約：1ライセンスにつき300万PVを付与※

DynaSmart 教育機関向けプラン

1年契約：1ライセンスにつき10万PVを付与／3年契約：1ライセンスにつき30万PVを付与※

DynaSmart T

DynaFont OnlineのPVは付与されません。
ただし、
DynaSmart DFOオプションをご契約いただくことでご利用いただけます。※

※DynaSmart DFOオプションのご契約で1ライセンスにつき100万PVを基本単位として追加できます。
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シリーズ 採用事例

#コンパス 戦闘摂理解析システム

©NHN PlayArt Corp. ©DWANGO Co., Ltd.

メダロットS

コピーライト：ⒸImagineer Co., Ltd.

(C) SoWhat, Inc.

映画配給：エレファントハウス／DVD販売：ＶＡＰ／©sagan pictures

運営・開発：NHN PlayArt株式会社様、株式会社ドワンゴ様

運営・開発：イマジニア株式会社様、株式会社SoWhat様

映画配給：エレファントハウス様

カテゴリ：リアルタイムオンライン対戦／iOS、Android、Amazon Appstore

カテゴリ：ロボットバトルRPG／iOS、Android

カテゴリ：邦画作品

使用書体一例：綜藝体W9

使用書体一例：綜藝体W7

使用書体一例：クラフト童W3

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

ブタメンブランドページ

エリートバナナ バナ夫

Kizuna AI
（キズナアイ）

©KAMIO JAPAN

Copyright(C)Oyatsu Company. All Rights Reserved.

©Kizuna AI

運営：おやつカンパニー様

開発：株式会社カミオジャパン様

運営：Kizuna AI様

カテゴリ：Webサイト

カテゴリ：カミオジャパンブランドキャラクター

カテゴリ：バーチャルタレント

使用書体一例：棘POP体W9

使用書体一例：クラフト墨W9

使用書体一例：欧風花体W5

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

GREEアバター / AvaMee

ポケコロ

萌酒ボックス

COPYRIGHT

© GREE, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

copyright

©Cocone Corporation. All rights reserved.

萌酒Ⓡ /

©SMILEAXE, 2020. All rights reserved.

運営・開発：グリー株式会社様

運営・開発：ココネ株式会社様

運営・開発：株式会社スマイルアクス様

カテゴリ：ソーシャルネットワーク／iOS、 Android

カテゴリ：ソーシャルネットワーク／iOS、 Android

カテゴリ：タワーディフェンス＆酒造りシミュレーション／iOS、Android

使用書体一例：金文体つばきW5

使用書体一例：太丸ゴシック体

使用書体一例：雲海体W14

世界観を表現する文字
7

真白の恋

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

「すらら」小学校低学年版

COPYRIGHT

©SuRaLa Net Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

「はいからさんが通る」
と大和和紀ワールド

『「はいからさんが通る」
と大和和紀ワールド』
（宝島社）

アイドルマスター ステラステージ

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

発行：株式会社宝島社様

開発・発売：株式会社バンダイナムコエンターテインメント様

カテゴリ：クラウド型学習システム

カテゴリ：書籍

カテゴリ：アイドル育成ライブゲーム／PlayStationⓇ4

使用書体一例：教科書体RW4

使用書体一例：ロマン雪W9

使用書体一例：華藝体W5

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

発売：株式会社すららネット様

世界観を表現する文字
太鼓の達人 Nintendo Switch ば〜じょん！

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

「名探偵テスとミナ」シリーズ

Copyright Bunkyosha Co., Ltd. All Rights Reserved.
著者：ポーラ・ハリソン ／イラスト：花珠 ／翻訳：村上利佳 ／デザイン：吉沢千明

ALTDEUS: Beyond Chronos（アルトデウス）

©MyDearest, Inc. All Rights Reserved.

開発・発売：株式会社バンダイナムコエンターテインメント様

発行：文響社様

開発・発売：MyDearest株式会社様

カテゴリ：和太鼓リズムゲーム／Nintendo Switch

カテゴリ：書籍

カテゴリ：VRインタラクティブストーリーアクション／PlayStationⓇVR他

使用書体一例：勘亭流W11

使用書体一例：ロマン輝W9

使用書体一例：金剛黒体 簡体字中国語
（King Gothic SC14）

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

展现作品精神的字体

モンスターストライク

メモリーズオフ -Innocent Fille-（イノサンフィーユ）

ダイナフォントストーリーで
採用事例記事を公開中！
ダイナコムウェア公式サイトで展開してい
る「ダイナフォントストーリー」では、ダ
イナフォントの採用事例記事やフォントを
詳しく紹介した「ダイナフォントPICK UP
書体」を公開しています。

©XFLAG
運営・開発：株式会社ミクシィ様

©MAGES./5pb./GloriaWorks
開発・発売：株式会社MAGES.(メージス)様

カテゴリ：協力RPG／iOS、 Android

カテゴリ：恋愛アドベンチャーゲーム／PlayStationⓇ4ほか

使用書体一例：甲金文体AW6

使用書体一例：華康明朝体W5

世界観を表現する文字

世界観を表現する文字

ダイナフォントストーリーは
こちらのQRコードから➡

※掲載企業様は五十音順による掲載とさせていただきました。
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シリーズ 使用許諾

DynaFont（ダイナフォント）使用許諾範囲について
DynaFont（ダイナフォント）のご使用方法に関して、使用目的が有償・無償（商用・非商用）に関わらず、別途許諾契約・費用が必要と
なる場合がございます。
また、フォントのアウトライン化や画像化といったフォントの代替として機能するようなデータを制作して当該機器に搭載する場合、
DynaFontでは別途許諾契約を締結して頂く必要がございます。

DynaFont（ダイナフォント）使用許諾範囲表
DynaSmart T
カテゴリ

使用用途

DynaSmart V

DynaSmart

パッケージ製品
ダウンロードフォント

広告、カタログ、チラシ、DM、商品パッケージなど

〇

〇

〇

印刷物に値する各種PDF

〇

〇

〇

看板、のぼり、バナースタンド、ポスター、パネルなど

〇

〇

〇

印鑑、スタンプ、表札など

〇

〇

〇

別途許諾

別途許諾

別途許諾

※2

印刷物※1

商標登録・意匠登録など
法的保護を受けるロゴへの使用
電子書籍
サイネージ
ユーザー自身の
Webサイトのデザイン

第三者に提供する
Webサイトのデザイン

〇※3

電子書籍での使用

〇※3

画像化、PDFエンベッドにより電子化されたサイン

△

別途許諾

別途許諾

フォントのタイトルと文字列での使用

〇

〇

〇

画像への合成使用

〇

〇

〇

フォントのタイトルと文字列での使用

〇

〇

別途許諾

画像への合成使用

〇

〇

別途許諾

フォントを画像化した後のFlashへの埋め込み

〇

〇

別途許諾

フォントを画像化した後のバナーでの使用

〇

〇

別途許諾

〇

別途許諾

別途許諾

フォントを画像化してソフトウェアのGUIでの使用

〇

別途許諾

別途許諾

フォントを画像化しての使用

〇

別途許諾

別途許諾

フォントを埋め込んでの使用

△

別途許諾

別途許諾

日本国内で開発、国内・海外で販売

〇

別途許諾

別途許諾

〇

別途許諾

別途許諾

〇

別途許諾

別途許諾

サーバーにフォントをインストールして使用

別途許諾

別途許諾

別途許諾

各種製品へのバンドルでのフォントの利用

別途許諾

別途許諾

別途許諾

※4

別途許諾

携帯電話の待ち受け画面、デコメール、着替メニューや
デジタルコンテンツ

PCの壁紙、SNSサービスのスタンプ類、メールマガジン、
素材など成果物として配布する場合

ソフトウェアのGUI
ゲーム全般＆
モバイルアプリケーション※5

※6

映画、テレビ番組、CM、デジタルサイネージ、ビデオ、
映像作品

DVD、ストリーミング動画（例：動画投稿サイト）などでの
テロップやメニュー画面

放送局、ケーブルテレビ局
サーバー
製品バンドル
※1
※2
※3
※4
※5
※6

9

テレビ番組やCMでのテロップなどで使用

中国語フォントは日本国内での印刷のみ許諾しています。日本国外での印刷は許諾が必要です。「DynaSmart 中国語海外印刷オプション」をご検討ください。
TrueTypeフォントのPDFへの埋め込みはサポート対象外（保証外）です。 埋め込みに関してはお客様のご責任の範囲にてお願いします。
表示機器へのフルセットフォントへの組込みに関しましてはお問い合わせください。
サイネージ本体にフォントを搭載する場合や、サーバーから画像を配信する場合などはお問い合わせください。
画像・動画の編集など、アプリケーションによっては別途許諾契約が必要となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ゲーム拡張オプション契約が必要です。ゲーム拡張オプションのご契約には、DynaSmart Vのご契約台数分のご契約が必要です。

にご提出ください。

DynaSmart V DFOオプション
契約台数

製品型番

価格（税込）

価格（税込）

製品型番

製品型番

価格（税込）

DCSDFO0001

11,000円/100万PV

お申込み数（100万PV単位）
（

45,650円/台

125,400円/台

44,990円/台

123,420円/台

44,330円/台

121,440円/台

（ 5 ）00万PVと記入
※DFOオプションのお申込みには、
DynaSmart Vのご契約が必要です。

43,670円/台

119,460円/台

※使用可能期間はDynaSmart Vの契約期間に付随します。

43,010円/台

117,480円/台

42,350円/台

115,500円/台

）00万PV

※DynaSmart V 1年1ライセンスあたり100万PV標準付与されていますが、100万PVを基本単位として追加購入できます。
例：標準付与の100万PV以外に500万PV追加購入したい場合

契約番号：
すでにDynaSmart Vをご契約されている方でDynaSmart V DFOオプションを申請される場
合は、
ライセンス証明書の契約番号を必ずご記入ください。

価格（税込）

価格（税込）

33,000円/台

27,500円/台

99,000円/台

82,500円/台
※中国語海外印刷オプションお申込みには、PC1台以上のDynaSmart又はDynaSmart Vのご契約が必要です。
※本オプションはDynaSmartシリーズの契約年数と異なる契約年数でのお申込みは出来ません。

必要記入欄

※契約お手続き完了のご案内は上記に記載のメールアドレスにお送りいたします。

◎販売会社記入欄

◎流通会社記入欄

〒

住所

住所

会社名

会社名

部署名

部署名

ご担当者名

〒

ご担当者名

TEL

FAX

TEL

FAX

契約に関する重要なご案内
■お客様のご都合によるキャンセルや返品、交換は受け付けておりませんのでご注意ください。
■契約期間中の解約などにより契約が終了した場合でも契約料は返還いたしませんのでご注意ください。
■お手続き完了のご案内は上記の「お客様記入欄」に記載のメールアドレスにお送りいたします。メールアドレスにお間違いがないか必ずご確認をお願いします。

個人情報の取り扱いについて
■本契約申請書は、お申込み先の取扱店から弊社に至るまでにいくつかの販売業者を経由します。
これらの取扱店における記載情報の取扱いについては各社の責任で管理されますのであらかじめご了承ください。
■ご記入いただきましたお客様情報の利用目的は以下の通りです。
(1) 取引の履行

(2) お申込み内容の確認及び正確性の確保

(4) 契約に関する諸連絡

(3) アフターサービスの提供

(5) 弊社に関連する製品・サービス・イベント・キャンペーンなど各種お知らせ

■弊社は、上記目的の範囲内において、弊社の取扱店に対し、お客様情報の一部を共有する場合があります。
■プライバシーポリシーに関する詳細は、ダイナコムウェアホームページをご参照ください。
⇒https://www.dynacw.co.jp/policy/index.html

https://www.dynacw.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル8F
TEL:03-3556-6618 FAX:03-3556-6593
https://www.dynacw.co.jp E-mail:info-jp@dynacw.co.jp
●2021年7月現在（本カタログの内容は予告なく変更することがございます）
本カタログはダイナフォント「金剛黒体」を使用して制作しています。

