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2013 年 5 月 15 日 

報道関係 各位 

Web フォントで美しいサイトが誰でも簡単に 

～ソフトバンク・テクノロジーの Web フォントサービス、デジタルステージ社のホームページ制作ソフトに搭載～ 

 

ソフトバンク・テクノロジー株式会社（代表取締役社長 CEO：阿多 親市、本社：東京都新宿区、以下 SBT）は、株式会社デジタルステージ

（取締役会長 兼 開発プロデューサー：平野友康、代表取締役：熊崎隆人、本社：東京都世田谷区、以下 デジタルステージ）とWebフォントサ

ービス FONTPLUS において業務提携を行いますのでお知らせします。 

今回の業務提携により、デジタルステージが今月5月30日に販売を予定しているホームページ制作ソフト『BiND for WebLiFE* 6.5』（バインド・

フォー・ウェブライフ 6.5 以下 BiND6.5）に、Web フォントサービス FONTPLUS エンタープライスサービスが搭載されます。 

SBT は、今後も Web フォントの更なる普及を目指し、Web フォントサービス FONTPLUS におけるパートナー協業を推進するとともに、Web サイ

トの可能性を無限に広げる付加価値の高い有益なサービスとして、さらに発展させてまいります。 

 

■ 背景および BiND6.5 について 

日本語 Web フォントの利用が進む中で、Web サイトのビジュアル面での美しさを飛躍的に向上させる以外に、Web サイトの利便性を向上させ

る点についても着目されています。Web フォントを使用することにより、これまで画像とされていたフォントがテキストとして取り扱われることで、

SEO 対策での利用や修正に係るコストや時間の削減など、Web サイトへの効果、そしてその可能性は無限に広がっています。 

BiND6.5 は HTML タグや CSS を記述することなく、ウェブ制作の初心者でも簡単にウェブサイトが作れるソフトウェアです。BiND6.5 では「TYPE 

for WebLiFE*」を新たに開発し、直感的なインターフェイスにおいてフォントを選ぶだけで Web フォント対応のウェブサイトが制作できるようになり

ます。さらに、Web フォントのデザイン性を活かしたタイポグラフィックなテンプレートを 4 種類（PC サイト 2 種、スマートフォン 2 種）追加で収録し、

これまで以上の多彩な表現を提案してまいります。なお Web フォントを利用するには、同社が運営する WebLiFE サーバーとの契約が必要で、

ベーシックコース（BiND6.5プロフェッショナル版には2年間の無料利用権を付属）では7書体、プレミアムコースでは150書体が利用できます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の業務提携にあたり、株式会社デジタルステージ 取締役会長 兼 開発プロデューサー 平野友康氏より以下のコメントをいただいております。 

「BiND はこれまでも、Web 業界の新しい技術をいかにシンプルな操作で、技術力やデザイン力に関係なく初心者でも簡単に扱える環境を提案し

てきました。今回、ソフトバンク・テクノロジー社との業務提携およびフォントワークス社の協力のもと、Web 本来のクリエイティビティが掘り起こされ、

Web の世界がより美しく、デザインすることがより楽しいものへ発展させることができると確信しています。」 

株式会社デジタルステージ 

取締役会長 兼 開発プロデューサー 平野友康氏 

 

◆スタンダード版 

 
標準価格：各 19,800 円（税込） 

書籍付：各 20,800 円（税込） 

 

※収録テンプレート数 156 サイト 

★Web フォントテンプレートを 4 種類追加 

 

※WebLiFE サーバーBasic コース 6 か月 

および Premium コース 1 ヶ月無料 

◆プロフェッショナル版 

 
標準価格：各 29,800 円（税込） 

書籍付：各 30,800 円（税込） 

  

※収録テンプレート数 180 サイト 
 (WordPress、Facebook ページ専用テンプレート含む) 

★Web フォントテンプレートを 4 種類追加 

 

※WebLiFE サーバーBasic コース 24 か月 

および Premium コース 3 ヶ月無料 

 

★BiND6 のユーザーは BiND6.5 へ無償でアップグレード可能 
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■ Web フォントサービス FONTPLUS について 

FONTPLUS は、ユーザーのデバイス環境に左右されず Web ブラウザ上に任意の書体を表示することができる Web フォントサービスです。

国内主要フォントメーカーさらには中国、韓国企業との提携も含め、現在フォントの提供書体数においては国内 No.1（注 1）となっています。   

Web フォントを導入することにより、見た目の美しさだけではなく、アクセシビリティや SEO 対策といった Web マーケティング観点での効果も期

待できます。 

（注 1）2013 年 5 月 1 日時点で 682 書体 

 

 

 

 

 

フォントプラスに関する詳しい情報は 

以下の Web サイトをご参照ください。 

http://webfont.fontplus.jp/ 

 

 

 

 ■ 株式会社デジタルステージ  会社概要 

社名    ：株式会社 デジタルステージ  

設立    ：1998 年 11 月 16 日  

取締役会長 兼 開発プロデューサー ：平野 友康 

代表取締役   ：熊崎 隆人 

本社所在地   ：〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-4-5 IID 世田谷ものづくり学校 119 教室  

資本金    ：3,000 万円  

事業内容   ：パソコン用ソフトウェアの企画・開発・販売 

URL    ：http://www.digitalstage.jp/ 

 

※FONTPLUS、およびフォントプラスは、ソフトバンク・テクノロジー株式会社の登録商標です。 

※その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社の商標もしくは登録商標です。   
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（以下 ご参考） 

■Web フォントとは 

Web フォントとは CSS を使ってブラウザ上で任意のフォントが利用できる機能です。 

これまでは Web サイトでフォントを指定しても、そのフォントがユーザーの環境に 

インストールされていなければ表示できませんでしたが、フォントプラスの Web 

フォントサービスなら、ユーザーの環境にまったく依存せずに表示させることが 

できます。 

Web フォントはテキストベースなので、選択すれば、コピー＆ペーストも可能です。 

また、画像のように粗くなったり、崩れたりすることがなく、キレイなフォントをキープします。 

 

■「フォントプラス」の主な特徴 

600 書体以上の高品質フォント 

国内外のフォントベンダーによる高品質なフォントが勢ぞろい。 

用途に合ったさまざまなフォントがお選びいただけ、 

フォントによる表現の可能性が広がります。 

  ※フォントベンダーが販売しているフォントをダウンロードできるサービスではありません 

 

日本語フォントも高速表示 

フォントプラスは独自のサブセット技術を開発。 

日本語フォントのデータサイズが大きすぎることで、 

表示の際ストレスがかかってしまう問題を解消しました。 

Web ページ内の文章を自動で解析し、使用する文字だけを抽出する為、 

データサイズが大幅に軽減、表示速度を高速化します。 

 

ニーズに合わせた 3 つのサービス形態 

文字表示がスムーズな「V：バリュー」 

設定・導入が簡単な「S：スマート（API 含む）」 

特別なご要望を想定した「E：エンタープライズ」 

の 3 つのサービスをご用意しています。 

 

 


