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-------------------------------------- 
I. 仕様 

 
n OpenType*フォント 
n クロスプラットフォーム 
n コピープロテクトなし 

n 解像度制限なし 
n アウトラインの抽出可 
n PDF へのエンベデッド（埋め込み）可 

n 詰め情報あり n 単一フォントファイル 
n ダイナミックダウンロード**  
*OpenType とは、Macintosh、Windows 間をクロスプラットフォームで利用できるフォント形式で、Adobe Systems 
Incorporated とMicrosoft Corporation が共同開発したものです。  **ダイナミックダウンロードとは、画面表示用フォ
ントをそのままポストスクリプト対応プリンタフォントとして使用する技術で、プリンタフォントが不要です。 

 
-------------------------------------- 
II. 対応OS 

 
Windows はすべて日本語版での対応となります。Windows 98 / 98 SE / Me / NT / 2000 のサポートは終了してい
ます。Unix および Unix クローンはサポートしておりません。 
 
n Mac OS 8.6 ～ Mac OS 9.2.2（日本語版）  
n Mac OS X 
n Windows XP 
n Windows Vista 
n Windows 7 
n Windows 8 
 

-------------------------------------- 
III. 必要システム構成 

 
OSごとに以下の環境が必要です。  
 
Macintosh 
n Mac OS：対応OSをご確認ください。 
n Adobe Type Manager (ATM) Deluxe 4.6.1 または ATM Light 4.6.2 以降（Mac OS 8.6～9.2.2） 
n Adobe PS プリンタドライバ 8.6 以降（Mac OS 8.6～9.2.2 の印刷用） 
n 64MB以上の RAM (128MB推奨) 

＊Mac OS X は OpenType をネイティブサポートしていますので、ATMと AdobePS プリンタドライバは必要ありません。 
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Windows 
n Windows OS：対応OSをご確認ください。 
n 64MB以上の RAM（128MB推奨） 

＊Windows XP / Vista / 7 / 8 は OpenType をネイティブサポートしていますので、ATMと AdobePS プリンタドライバは

必要ありません。 

 
 

-------------------------------------- 
IV. 文字セット 

 

TP 明朝 (StdN) 9,498 文字 Adobe-Japan1-3 に準拠、JIS 第一・第二水準漢字と Euro 記号を包含 

AXIS Font ベーシック (Std) 9,354 文字 Adobe-Japan1-3 に準拠 

AXIS Font コンデンス (Std) 9,356 文字 Adobe-Japan1-3 に準拠し、 Euro 記号を追加 

AXIS Font コンプレス (Std) 9,356 文字 Adobe-Japan1-3 に準拠し、 Euro 記号を追加 

AXIS Latin Pro (Pro)  719 文字   
 
-------------------------------------- 
V. 対応言語 

 
日本語フォント 

下記の 30 言語をほぼフルにカバーしています。Adobe-Japan1.3 に含まれるプロポーショナル欧文の定義が
ISO8859-1 全文字および Š, š, Ž, ž, Œ, œ, Ÿ を含むことから対応言語として多種の言語を使用可能になっていま
す。これらの欧文字種の半角異体字については Adobe-Japan1.3 の領域にはすべては含まれておらず、半角欧文
のフル対応言語は英語のみになります。ギリシャ文字（大文字小文字それぞれ 24文字、シグマ小文字語末形含ま
ず）と ロシアキリル文字（大文字・小文字それぞれ 33文字）は全角基本字種のみ収録しています。 

 
日本語 (メイン言語、JIS X 0208:1997 準拠) ／ 英語 ／ アイスランド語 ／ アイルランド語 (新正書法) ／ ア
フリカーンス語 ／ アルバニア語 ／ イタリア語  ／ インドネシア語  ／ エストニア語  ／ オック語  ／ オ
ランダ語 （ IJ (U+0132) / ij（U+0133）を分割表記した場合の書法のみ） ／ オロモ語  ／ ガリシア語  ／ ス
ウェーデン語  ／ スコットランド・ゲール語  ／ スペイン語  ／ スワヒリ語  ／ デンマーク語 ／ ドイツ語 
／ ノルウェー語ブークモールおよびニーノシュク ／ フィンランド語 ／ フェロー語 ／ フランス語 ／ ブラ
ジル・ポルトガル語 ／ブルトン語 ／ ポルトガル語ラテン語 (基本的なマクロンなしの古典正書法) ／ ルクセン
ブルク語 ／ レト・ロマンス語 ／ ワロン語  

 
 
欧文フォント 

下記の 49言語に対応しています。Mac OS X 付属の FontBook 上では上記に加えて「ギリシャ語」も対応言語
に表示されますが、数学記号として用いられるギリシャ語字母以外は収録されていません。これは Adobe CS2
までの Illustrator と InDesignにおいてギリシャ語対応ビットをONにしていないと特定ウエイトがフォントメ
ニューに表示されないことに対応するための措置です。ギリシャ語字母については、ポリフォニック・モノフォ
ニックによらず本書体では対応しておりません。 

 
英語 (メイン言語) ／ アイスランド語 ／ アイルランド語 ／ アフリカーンス語 ／ アルバニア語 ／ イタリア
語 ／ インドネシア語(マレー語) ／ ウェールズ語 ／ エストニア語 ／ エスペラント語 ／ オック語 ／ オラ
ンダ語 ／ オロモ語 ／ ガリシア語 ／ カタロニア語 ／ グリーンランド語 ／ クロアチア語 ／ コーンウォー
ル語 ／ スウェーデン語 ／ スコットランド・ゲール語 ／ スペイン語 ／ スロバキア語 ／ スロベニア語／ ス
ワヒリ ／ ソマリ語 ／ チェコ語 ／ デンマーク語 ／ ドイツ語 ／ ノルウェー語 (ニーノシュク) ／ ノルウェ
ー語 (ブークモール) ／  バスク語 ／ ハンガリー語 ／ フィンランド語 ／ フェロー語 ／ フランス語 ／ ブ
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ラジル・ポルトガル語 ／ ブルトン語 ／ポルトガル語 ／ ポーランド語 ／ マルタ語 ／ マン島語 ／ ラトビア
語 ／ ラテン語 ／ リトアニア語 ／ ルクセンブルグ語 ／ レト・ロマンス語 ／ ルーマニア語 ／ ワロン語 

-------------------------------------- 
VI. 書体機能 

 
システム要件を満たす OS 上の OpenType 対応のアプリケーションで使用できます。各アプリケーションの
OpenType への対応は、各メーカーへお問い合わせください。OpenType に対応したアプリケーションでも、
一部OpenType 機能に制限*がある場合があります. 
*Adobe Illustrator 8.０では、OpenType を使用できません。また、Adobe Illustrator 9.0 および 10では、異体字切り替え
と詰め機能が使用できません。Microsoft Office は、Windows 版ではバージョン 2010、Mac 版ではバージョン 2011 から

OpenType に正式対応しています。それ以前のバージョンではOpenType を内部的に TrueType として扱うことで暫定的に表

示入力に対応しているのみとなり、OpenType の機能はご使用頂けません。また、クオーテーション（欧文引用符）等の表示は

Office 側が制御しておりますので、初期設定で変更してください。 

 
-------------------------------------- 
VII. フォントのインストール方法 

 
Mac OS 8.6～9.2.2およびMac OS X Classicの場合 
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了し、Finderだけが動作している状態にします。 
2. フォントのCD-ROMをマウント、もしくはダウンロードした圧縮ファイルを解凍してできあがるフォルダ

を開いてください。 
3. 動作中のシステムフォルダ（Classicの場合はClassic環境設定で起動指定しているシステムフォルダ）内

のフォントフォルダを開いてください。 
4. フォントフォルダを開き、ファイルを入れてください。 
5. アプリケーションを起動し、フォントメニューに表示されれば使用可能です。 

＊Adobe Type Manager (ATM) Deluxe 4.6.1またはATM Light 4.6.2以降が必要です。 
 
Mac OS X10.0-10.8の場合 
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了し、Finderだけが動作している状態にします。 
2. フォントのCD-ROMをマウント、もしくはダウンロードした圧縮ファイルを解凍したフォルダを開いてく

ださい。 
3. 下記のいずれかのフォントフォルダを開いてください。 

Ø 全ユーザー向け：ボリューム名 / ライブラリ / Fonts（この場所にインストールされたフォントは
全ユーザーが使用可能です） 

Ø 個別ユーザー向け：ボリューム名 / ユーザー名 / ライブラリ / Fonts（この場所にインストール
されたフォントはインストールしたユーザーのみが使用可能です。イタリックになっている部分は
環境に合わせて読み替えてください） 

4. 上記３で開いたフォントフォルダに、フォントをドラッグ&ドロップします。 
5. アプリケーションを起動し、フォントメニューに表示されれば使用可能です。 
 
Windows XP、Vista、7の場合 
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了します。 
2. フォントのCD-ROMをマウント、もしくはダウンロードした圧縮ファイルを解凍したフォルダを開いてく

ださい。 
3. スタートメニュー内のコントロールパネルから「フォント」を選択します。(XP / Vistaの場合、コントロ

ールパネルがカテゴリー表示になっている場合があります。この場合、「デスクトップのカスタマイズ」
内の「フォント」を選択してください。) 

4. 上記2で表示しているフォルダから、フォントをフォントフォルダにドラッグアンドドロップしてインス
トール終了です。アプリケーションを起動し、フォントメニューに表示されれば使用可能です。  
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＊Windows XP / Vista / 7にフォントをインストールする場合は、Administrator権限でログインしてインストール作

業を行ってください。一般ユーザー権限でインストールした場合、アクセス権の問題からそのユーザー環境でしかフォン

トが使用できなくなります。 

 

Windows 8の場合 
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了します。 
2. スタート画面から「デスクトップ」をクリック/タップし、フォントのCD-ROMをマウント、またはダウ

ンロードした圧縮ファイルを解凍してできあがるフォルダを開いてください。 
3. 画面の一番右上にカーソルを移動 (タッチ画面の場合、画面右端から画面中央に向かって)し、表示された

メニューの一番下の「設定」をクリック/タップします。 
4. メニューが「設定」に切り替わったら、「コントロールパネル」をクリック/タップします。 
5. コントロールパネルのウィンドウ内の「デスクトップのカスタマイズ」をクリック/タップします。 
6. 「フォント」をクリック/タップし、フォントフォルダを表示します。 
7. フォントフォルダに2で表示しているフォルダからフォントをドラッグアンドドロップしてインストール

終了です。アプリケーションを起動し、フォントメニューに表示されれば使用可能です。 
＊Windows 8 にフォントをインストールする場合は、Administrator権限でログインしてインストール作業を行ってく

ださい。一般ユーザー権限でインストールした場合、アクセス権の問題からそのユーザー環境でしかフォントが使用でき

なくなります。 

 

ご使用前に「エンドユーザー使用許諾契約書」をお読みください。 
 
出力やフォントの削除方法などについてご不明な点がある場合は、タイププロジェクトサイトの「よくある質問」をご
覧ください。 http://typeproject.com/contact/ 
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