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製品のご紹介

製品のご紹介

MORISAWA PASSPORT GlyphPalette は、OpenType フォントの豊富な文字を容易な
検索・入力方法で利用でき、また、任意書体の選択で文字検索も可能とします。モリサ
ワオリジナルの検索エンジンでわかりやすく任意の文字を検索できます。また、検索し
た文字を文字編集ソフトに入力することが可能です。

■主な機能
 • 字形検索 （モリサワオリジナルの検索エンジン）
 （1） 漢字を部首、画数、読みなどを条件に検索できます。
 （2） 記号については、大分類、小分類で検索できます。
 • コード入力による文字検索
 シフト JIS コード、CID コード、ユニコードを入力することで、検索した文字を表

示できます。
 • OpenType フォントのグループリストを使用した文字検索
 OpenType フォントが持っている字形情報ごとのグループリストより文字を検索で

きます。
 • お気に入り機能
 よく利用する文字コードをお気に入り機能を使って、素早く表示できます。
 • 文字入力機能
 検索した文字を InDesign へ入力することが可能です。

■ 必要なシステム構成
 • インテルプロセッサ搭載の Mac
 • Mac OS X 10.6 以降 日本語版
 • 1GB 以上の RAM
※ PowerPC プロセッサ搭載の Mac にインストールして使用することはできません。
※ Windows OS ではご利用いただけません。

■ 対応フォント
 • MORISAWA PASSPORT 製品に収録される漢字を含む OpenType フォント
※ 多言語書体、数字書体、かな書体、記号書体などの非漢字書体は非対応
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製品のご紹介

■ 利用条件
本製品は、MORISAWA PASSPORT のフォントがインストールされていないコンピュー
タでも、利用することができますが、以下の制限があります。

優先
順位

インストールされている
モリサワフォント製品の種類

GlyphPalette の
利用期限

1

MORISAWA PASSPORT（認証製品）
MORISAWA PASSPORT ONE（認証製品）
MORISAWA PASSPORT アカデミック版

（認証製品）
TypeBank PASSPORT（認証製品）

認証フォントの期限内で利用で
きます。

2

パッケージフォント
 • Student Pack BASIC 1/2/4year(s)
 • Select Pack 1/3/5
 • OpenType 基本 7 書体パック
 • TypeBank Select Pack 1/5

GlyphPalette をインストール後
に初めて起動してから 30 日間利
用できます（お試し版）。

3
フォントボリュームライセンス GlyphPalette をインストール後

に初めて起動してから 30 日間利
用できます（お試し版）。

4 Mac OS X Server 用フォントライセンス 利用できません。

 • モリサワフォント製品がインストールされていないコンピュータでは、GlyphPalette
は利用できません。

 • 複数種類のモリサワフォント製品がインストールされている場合は、上記表の優先
順位が上位の製品の期限が有効になります。

 • 一度、お試し版および正規版を使ったことのあるコンピュータでは、再びお試し版
として利用することはできません。

 • OS X Yosemite (10.10) では、OS の制限により、異体字の挿入ができません。
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はじめに

はじめに
 • このユーザガイドでは、本製品のインストールおよび操作手順を説明しています。
 • これ以降の説明では OS の基本操作をご理解いただいていることを前提に説明して

います。コンピュータの基本的な操作についてはOSのマニュアルをご参照ください。
 • このユーザガイドの画面表示は、Mac OS Ⅹ 10.6 における表示を使用しています。

その他のバージョンの OS では一部異なる場合があります。
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1．インストールを始める前に

1．インストールを始める前に
 • インストール時に表示される［はじめに］を必ずお読みください。重要な内容およ

びソフトの制限事項などが記載しています。
 • インストールをおこなう際は、使用中のすべてのアプリケーションソフト、ウィル

ス検出ソフト、メモリ常駐ソフトを終了してください。
 • 他社製品のアプリケーションソフトの操作については、それぞれ添付されているマ

ニュアルをご参照ください。

インストールは、必ず、管理者権限のあるユーザ
で行ってください。

重  要
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2．GlyphPalette のインストール手順

2．GlyphPalette のインストール手順

1. インストーラの圧縮ファイル（ZIP）を解凍後、作成されるフォルダ内の［MORISAWA 
PASSPORT COLLECTION］をダブルクリックすると、インストーラが起動します。

2. ［ようこそ MORISAWA PASSPORT COLLECTION インストーラへ］画面が表示さ
れますので、内容を確認後、［続ける］をクリックします。

3. ［使用許諾契約］画面が表示されます。使用許諾契約書を PDF ファイルとして保存
する場合は、［保存］をクリックします。
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2．GlyphPalette のインストール手順

4. ファイル名と保存場所を指定し、［保存］をクリックします。

5. ［使用許諾契約］画面で、そのままインストールを続ける場合は、［続ける］をクリッ
クします。

6. 以下の画面が表示されますので、同意の場合は、［同意する］をクリックします。
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2．GlyphPalette のインストール手順

7. 以下の画面が表示されます。GlyphPalette のみをインストールする場合は、［カスタ
マイズ］をクリックします。

 FontKeeper と GlyphPalette の両方をインストールする場合は、［インストール］を
クリックして、手順 10 へ進みます。
※ インストール先を指定する画面やボタンが表示される場合があります。その場合

は起動 OS の入っているディスクを選択してください。

8. ［カスタマイズ］でインストールする場合は、以下の画面が表示されます。
 GlyphPalette のみをインストールする場合は、FontKeeper のチェックマークを外し

ます。

9. ［インストール］をクリックします。



� 8 �

2．GlyphPalette のインストール手順

10. 名前とパスワードを入力する画面が表示されますので、現在ログインしている管理
者権限のアカウント名とパスワードを入力後、［OK］をクリックします。

11. 以下の画面が表示されますので、［インストールを続ける］をクリックします。

12. インストール完了画面が表示されますので、［再起動］をクリックします。OS が自
動的に再起動します。
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3．GlyphPalette の起動手順

3．GlyphPalette の起動手順
1. 入力メニューの「GlyphPalette を表示」を選択します。

2. GlyphPalette の操作画面が表示されます。

ヒント 入力メニューに「GlyphPaletteを表示」が表示
されない場合は、「言語環境」の設定が必要です。
次ページを参照して設定してください。
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3．GlyphPalette の起動手順

■ 言語環境の設定
1. 入力メニューの「�言語環境�を開く」を選択します。

2. GlyphPalette のチェックマークを入れます。
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4．GlyphPalette の操作画面について

4．GlyphPalette の操作画面について
GlyphPalette を起動すると以下の操作画面が表示されます。画面上の各部分の機能を説
明します。

⑨

⑩
⑪

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

④①②③ ⑤ ⑥ ⑦

⑰

⑧

① ボタン
 クリックするとウィンドウが閉じます。

② ボタン
 クリックするとウィンドウを Dock にしまうことができます。

③ ボタン
 クリックするとウィンドウの中をすべて表示させるか、１文字表示させるかが切替

わります。
④ フォント選択ボックス
 フォントを選択します。
⑤ 「漢字・記号検索」ボタン
 クリックすると漢字・記号検索条件入力エリアを表示させたり隠したりします。
⑥ 「グリフリスト」ボタン
 クリックするとグリフリスト選択メニューが表示されます。
⑦ 「お気に入り」ボタン
 クリックするとお気に入りに関するメニューが表示されます。



� 12 �

4．GlyphPalette の操作画面について

⑧ ボタン
 クリックするとウィンドウ上部を表示させたり隠したりします。control キー＋ク

リックでウィンドウ上部の表示が切替わります。
 ※Mac OSX 10.7 以降では、このボタンは表示しません。
⑨ 検索結果表示エリア
 検索結果が表示されます。
⑩ 選択文字表示
 現在選択されている文字が表示されます。

⑪ ボタン
 クリックすると GlyphPalette のバージョンが表示されます。
⑫ 文字コード選択ボックス
 文字コードを選択します。
⑬ 検索コード入力ボックス
 選択した文字コードに対応する文字コードを入力します。文字コードに「文字（グ

リフ）検索」が選択されているときは、ここに文字を 1 文字入力します。
⑭ 「入力」ボタン
 クリックすると現在選択されている文字が文字編集ソフトに入力されます。
⑮ 文字コード表示
 現在選択されている文字の文字コードが表示されます。
⑯ 異体字表示エリア
 現在選択されている文字の異体字が表示されます。
⑰ 検索条件入力エリア
 表示したい文字を検索するための文字条件を入力（または選択）します。
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5．漢字の検索

5．漢字の検索

■ フォントの選択
1. フォント選択ボックスをクリックします。

フォント選択ボックス

2. インストールされているモリサワフォント製品に収録される OpenType フォント（欧
文書体、数字、かな書体、地紋・文字罫などの非漢字書体を除く）が表示されますので、
検索したいフォント名を選択します。

3. 選択したフォントが表示されます。
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5．漢字の検索

■ 文字コード検索および1文字検索
1. 文字コード選択ボックスをクリックします。

 

文字コード選択ボックス

2. 文字コードを選択します。

3. 検索コード入力ボックスに文字コードを入力します。

 

検索コード入力ボックス

※ 文字コード選択が「文字（グリフ）検索」の場合は、ここに文字を 1 文字入力します。

4. enter キー（または return キー）を押すと、入力した文字コードに対応した文字が
表示されます。
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5．漢字の検索

■ 漢字検索
1. 「漢字・記号検索」ボタンをクリックします。

「漢字・記号検索」ボタン

2. 検索条件入力エリアが表示されます。

3. ［漢字］が選択されていることを確認します。

※ ［漢字］が選択されていない場合は、［漢字］をクリックします。
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5．漢字の検索

4. 部首、総画数、読み、形状部首などを入力（または選択）します。
※ 部首、総画数、読み、形状部首はそれぞれ単独でも組み合わせても構いません。
※ 組み合わせた場合は、さらに絞り込みができます。
※ 各項目の入力方法については、次ページ以降をご覧ください。

5. ［検索］をクリックします。

6. 検索結果表示エリアに検索結果が表示されます。

検索結果表示エリア

7. 漢字検索を終了する場合は、「漢字・記号検索」ボタンをもう１度クリックします。
「漢字・記号検索」ボタン

☞	 検索結果表示を元の状態に戻す（すべてのグリフを表示させる）には、「グリフリ
スト」ボタンをクリックして、グリフリスト選択メニューから「すべてのグリフを
表示」を選択します。
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5．漢字の検索

「グリフリスト」ボタン

部首
1. 部首のチェックマークを入れます。

2. 画数ボックスの ボタンをクリックして、画数（1 〜 17）を選択します。
※ 画数を直接入力することもできます。

画数ボックス

3. 部首選択ボックスをクリックして、部首を選択します。

部首選択ボックス

総画数
1. 総画数のチェックマークを入れます。

2. 総画数ボックスをクリックして、画数（1 〜 34）を選択します。
※ 画数を直接入力することもできます。

総画数ボックス

3. 必要であれば、誤差ボックスをクリックして、誤差（0 〜 2）を選択します。
※ 誤差を直接入力することもできます。

誤差ボックス
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5．漢字の検索

読み（音読、訓読）
1. 音読ボックスまたは訓読ボックスをクリックして、読み（ひらがな）を入力します。

音読ボックス
訓読ボックス

形状部首
部首名の読みがわからないとき、漢字を構成する部品の読みから絞り込むことができます。
1. 形状部首ボックスをクリックして、漢字を構成する部品または読みなどを入力します。

形状部首ボックス

2. 必要であれば、2 段目および 3 段目のボックスをクリックして、漢字を構成する他
の部品または読みなどを入力します。

（2 段目）
（3 段目）



� 19 �

5．漢字の検索

（検索例）
  �＝土＋口（くち）＋ノ
  �＝火＋金
  渾＝車＋水
  澤＝水＋四＋幸

☞	 設定した検索条件を元の状態に戻すには、［検索条件クリア］をクリックします。

■ 記号検索
1. 「漢字・記号検索」ボタンをクリックします。

「漢字・記号検索」ボタン

2. 検索条件入力エリアが表示されます。

3. ［記号］をクリックします。
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5．漢字の検索

4. 大分類ボックスをクリックして、大分類の項目を選択します。

大分類ボックス

5. 小分類ボックスをクリックして、小分類の項目を選択します。

小分類ボックス

6. ［検索］をクリックします。
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5．漢字の検索

7. 検索結果表示エリアに検索結果が表示されます。

検索結果表示エリア

8. 記号検索を終了する場合は、「漢字・記号検索」ボタンをもう１度クリックします。

「漢字・記号検索」ボタン

■ グリフリスト検索
1. 「グリフリスト」ボタンをクリックします。

「グリフリスト」ボタン

2. グリフリスト選択メニューが表示されますので、項目を選択します。
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5．漢字の検索

3. 検索結果表示エリアに選択した項目に対応した検索結果が表示されます。

検索結果表示エリア
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6．文字編集ソフトへの入力

6．文字編集ソフトへの入力
検索した文字を InDesign などの文字編集ソフトに入力します。
1. 検索結果表示エリアに検索結果を表示させます。

 

検索結果表示エリア

2. 文字編集ソフトに入力する文字を選択します。

3. 必要であれば、異体字表示エリアの異体字の文字を選択します。
 

異体字表示エリア
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6．文字編集ソフトへの入力

※ 異体字については、25 ページの「異体字について」をご覧ください。
4. 文字編集ソフトに文字が入力できる状態にします。

編集画面
（文字編集ソフト）

5. ［入力］をクリックします。

入力された文字

6. 選択した文字が文字編集ソフトに入力されます。
※ 検索結果表示エリアまたは異体字表示エリアのグリフを直接ダブルクリックして

も文字編集ソフトに入力されます。

入力対象となる文字編集ソフトが複数起動している
場合、指定した文字編集ソフトに正しく入力できな
い場合があります。（使用しない文字編集ソフトは、
終了してください）!

ご注意
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6．文字編集ソフトへの入力

■ 異体字について
検索結果表示エリアまたは異体字表示エリアに表示された赤い文字は、CID コードのみ
の文字（異体字）です。

☞	 異体字入力に対応した文字編集ソフトに入力された異体字は、文字編集ソフト側の
属性に依存して入力されますので、異体字入力に対応していない文字編集ソフトに
異体字をコピーすると文字化けすることがあります。

 例）InDesign に入力した文字をWord にコピーした場合
 （InDesign の編集画面） （Word の編集画面）

→
InDesign 以外の異体字入力に対応した文字編集ソフトが文字入力できる状態になってい
るときに、検索結果表示エリアまたは異体字表示エリアに表示された赤い文字を選択す
ると、以下の注意メッセージが表示されます。

注意メッセージ

InDesign 以外の異体字入力に対応した文字編集ソフトに異体字を入力しようとすると、
以下の確認画面が表示されます。［OK］をクリックして、その後、入力した文字が文字
化けしていないか、確認してください。

☞	 異体字入力に対応していない文字編集ソフトでは、異体字を入力することができま
せん。（異体字入力に対応していない文字編集ソフトが文字入力できる状態になっ
ているときに、検索結果表示エリアまたは異体字表示エリアに表示された赤い文字
を選択すると、以下の注意メッセージが表示されます）

注意メッセージ
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7．お気に入り

7．お気に入り

検索した文字をお気に入りとして登録しておくことができます。また、お気に入りに登
録した情報は他のコンピュータと共有することもできます。

■ お気に入りの登録
1. 「お気に入り」ボタンをクリックします。

「お気に入り」ボタン

2. お気に入りメニューが表示されますので、「お気に入りを編集」を選択します。

3. お気に入りリストが表示されますので、上側の ボタンをクリックします。

4. 「名称未設定」が表示されますので、クリックします。

5. お気に入りの名前を入力します。

ヒント
お気に入りリストの名前を変更するには、変更
したい名前をダブルクリックします。
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7．お気に入り

6. 検索結果表示エリアのお気に入りに追加する文字をクリックします。

7. お気に入りリストの下側の ボタンをクリックします。

8. 同様に手順 6、7 を繰り返して、お気に入りに文字を追加します。

9. お気に入りの編集を終了する場合は、［閉じる］をクリックします。

☞	 お気に入りから文字を削除するには、削除したい文字を選択してから下側の ボ
タンをクリックします。確認画面が表示されますので、［OK］をクリックします。
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7．お気に入り

■ お気に入りの読み込み
1. 「お気に入り」ボタンをクリックします。

「お気に入り」ボタン

2. お気に入りメニューが表示されますので、登録したお気に入りの名前を選択します。

3. 検索結果表示エリアにお気に入りに登録した文字が表示されます。

■ ファイルへの書き出し
1. 「お気に入り」ボタンをクリックします。

「お気に入り」ボタン

2. お気に入りメニューが表示されますので、「ファイルに書き出し」を選択します。
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7．お気に入り

3. お気に入りを書き出す場所とファイル名を指定する画面が表示されますので、お気
に入りを書き出す場所とファイル名を選択し、［保存］をクリックします。

☞	 書き出されたお気に入りファイルは、拡張子「otfs」のファイルとして保存されます。

■ ファイルから追加
1. 「お気に入り」ボタンをクリックします。

「お気に入り」ボタン

2. お気に入りメニューが表示されますので、「ファイルから追加」を選択します。

3. 保存したお気に入りのファイルを選択する画面が表示されますので、追加するお気
に入りのファイルを選択します。

4. ［開く］をクリックします。
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7．お気に入り

5. 読み込んだお気に入りの情報が追加されます。

ヒント 追加するお気に入りのファイルの中に同じ名前
のお気に入りがあった場合、以下のメッセージ
が表示されます。上書きする場合は、［上書き］
をクリックします。上書きしない場合は、［追加］
をクリックします。
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8．GlyphPalette のアンインストール手順

8．GlyphPalette のアンインストール手順
1. OS のメニューバーの「移動」→「アプリケーション」を選択します。

2. アプリケーションフォルダが表示されますので、［MORISAWA］フォルダをダブル
クリックします。

3. ［MORISAWA PASSPORT COLLECTION］フォルダをダブルクリックします。

4. ［MPCUninstaller］アイコンをダブルクリックします。
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8．GlyphPalette のアンインストール手順

5. ［次へ］をクリックします。

6. GlyphPalette のみをアンインストールする場合は、GlyphPalette のみにチェックマー
クが付いていることを確認します。

7. ［次へ］をクリックします。

8. ［OK］をクリックします。

9. 名前とパスワードを入力する画面が表示されますので、現在ログインしている管理
者権限のアカウント名とパスワードを入力後、［OK］をクリックします。

10. 再起動確認画面が表示されますので、［再起動］をクリックします。OS が自動的に
再起動します。
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9. エラー、アラート表示の原因と対処

9. エラー、アラート表示の原因と対処

ここでは、GlyphPalette のインストール中および操作上に想定されるエラー、アラート
表示の原因と対策を説明します。

ここに記載がない各OS独自のエラー、アラート表示
については、各OSのマニュアルをご確認ください。!

ご注意

メッセージ／ 検索条件で該当する文字が見つかりません。

原因 ：文字検索で、検索条件に一致する文字が見つからなかったためです。
対処 ：他の検索条件で検索をおこなってください。

メッセージ／ MORISAWA PASSPORT GlyphPalette のお試し版の使用期限が
終了しました。…

原因 ：GlyphPalette のお試し期限が終了したためです。
対処 ：認証版 MORISAWA PASSPORT を購入し、インストールしてください。

メッセージ／ お客様の環境では、MORISAWA PASSPORT GlyphPalette はご
利用いただけません。…

原因 ：MORISAWA PASSPORT がインストールされていないためです。
対処 ：認証版 MORISAWA PASSPORT を購入し、インストールしてください。
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9. エラー、アラート表示の原因と対処

メッセージ／ MORISAWA PASSPORT GlyphPalette の使用期限が終了しまし
た。引き続きご利用いただくためには MORISAWA PASSPORT の
更新後、インストールが必要となります。

原因 ：MORISAWA PASSPORT の使用期限が終了したためです。
対処 ：認証版 MORISAWA PASSPORT の契約更新手続きを行い、更新後、「ライセンス
　　　キー登録」を行ってください。

メッセージ／ MORISAWA PASSPORT GlyphPalette の使用期限が終了しました。
引き続きご利用いただくためにはオンライン認証対応の MORISAWA 
PASSPORT の切替え後、インストールが必要となります。

原因 ：非認証版 MORISAWA PASSPORT は、2010 年８月１日以降使用できません。
対処 ：認証版 MORISAWA PASSPORT へ製品を交換済みです。お手元の認証版へ更

新後、フォントのインストールを行ってください。
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補助ソフトのご案内

補助ソフトのご案内
■ 追加ユーザに対してGlyphPalette を有効にする方法
OS X Mavericks 以降のバージョンで GlyphPalette をインストールした後に、ユーザ
を追加した場合、GlyphPalette が追加したユーザで使用できません。その場合は、GP_
EnableTool を実行し、GlyphPalette を有効にしてください。

GlyphPalette 有効化ソフト「GP_EnableTool」の使用方法
1.　起動しているアプリケーションがある場合は、必要なデータを保存して、アプリケー

ションを終了します。
2. OS のメニューバーの「移動」→「アプリケーション」を選択します。

3. アプリケーションフォルダが表示されますので、［MORISAWA］フォルダをダブル
クリックします。

4. ［MORISAWA PASSPORT COLLECTION］フォルダをダブルクリックします。
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補助ソフトのご案内

5. GlyphPalette フォルダ内の、［GP_EnableTool］アイコンをダブルクリックします。

6. 画面の内容を確認して、［次へ］をクリックします。

7. 実行後、OS を再起動します。



本製品に関する情報は

株式会社モリサワ
フリーダイヤル :0120-08-2253

Fax.06-6649-5832 E-mail: font-support@morisawa.co.jp

サポート時間 月曜日から金曜日の9:00～12:00と13:00～17:15（祝祭日・弊社規定休業日を除く）

株式会社モリサワ　本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2-6-25 www.morisawa.co.jp
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