
お求めやすい新プライスと収容書体

同一ファミリーの複数書体をセット化したこと
により（「ヒラギノ基本6書体パック」を除く）、
パッケージ名と収容書体が対応したシンプル
で分かりやすい製品構成となっています。また、
インストール前の手続きも簡略化し、より一層
ユーザーの使いやすさを考慮しています。

こぶりなOpenTypeも登場

クリエイティブプロ待望の「こぶりなゴシック」
も新たにOpenTypeで登場。本文はもとより、
キャプション、タイトル、見出しまで幅広く使
えるベーシックな書体
としてご利用いただけ
ます。

プロ用フォントとして十分な
20,317グリフを収容

OpenTypeフォントは、ProとStdの2種類の 
グリフセットを用意しています。Proフォントは
Adobe-Japan1-5に準拠した20,317グリフ
をサポートし、DTPのプロ用フォントとして、
十分なグリフ数を収容。
Stdフォントは、従来のCIDフォントのグリフ 

（JIS第1・第2水準＋外字）を含むAdobe-
Japan1-3に準拠した9,354グリフを収容して
います。

Unicode対応

Proフォントは約13,600文字、Stdフォントは
約8,170文字のUnicode対応文字を含んで
います。Unicode対応のOSやアプリケーショ
ンのご利用で、Unicodeの文字がご使用い
ただけます。

最新のIntel Macにも対応

「Creativeシリーズ」は、Mac OS X、Mac 
OS 9、Windows XPでのご利用だけでなく、
最新のIntel Macにも対応。DTPのプロユー
ザーをはじめ、クリエイティブワークに携わる
多くのお客さまに安心してご利用いただけます。

映像・放送コンテンツにも使用可能

従来は別料金となっていたデジタルコンテンツ
用使用許諾を統合し、実質的な値下げを実
現。映像・放送コンテンツや商用Webサイト
などで幅広い使用が可能となります。

プロポーショナル組版を実現

OpenTypeフォントでは、平仮名、片仮名、
句読点などの約物類すべてに日本語ペアカー
ニング情報が設定されているため、プロポー
ショナルな文字組版ができ、和文でも美しい
詰め組みが可能です。

OpenTypeがより使いやすく、より身近に
千都フォントライブラリー OpenType フォント「Creative シリーズ」は、
Macintosh と Windows の双方で環境の違いを意識することなく文書を 
編集できるクロスプラットフォームのフォントです。Mac OS X、Mac OS 9、
Windows XP でのご利用だけでなく、最新の Intel Mac にも対応し、最新
の環境で使用できます。

PDFファイルへの
フォント埋め込み可能

OpenTypeフォントは、PDFファイルにフォン
トの埋め込みができ、ISO規格として注目の
PDF/X-1aによるワークフローにも活用でき
ます。

単品販売にも対応

「こぶりなゴシック」を含むOpenType全72
フォントの1フォントごとのダウンロード販売を
開始いたします。また、1ウエイトごとの購入
も可能です。

千都フォントライブラリー

ヒラギノ角ゴシック体 W3

高橋 髙橋▶

人名漢字

（U+9AD9）

角澤 ⻆澤▶
（U+2EC6）

吉川 吉川▶
（U+20BB7）

山崎 山﨑▶
（U+FA11）

X0213:2000文芸漢字

咡 ササヤク
樋口一葉「たけくらべ」

（U+54A1, 1-14-94）

冷豔 レイエン　尾崎紅葉
「金色夜叉」
（U+8C54, 2-88-94）

樏子 カレヒケ
森鷗外「山椒大夫」

（U+6A0F, 1-86-07）

巑岏 サンガン
夏目漱石「草枕」

（U+5DD1, 2-8-72）

つ
れ
〴
〵

記述記号類

くの字点
（U+3034, U+3035）

〻 二の字点
（U+303B）

〽 いおり点
（U+303D）

字体記述要素

亻 にんべん
（U+4EBB） 氵 さんずい

（U+6C35）

艹 くさかんむり
（U+FA5E） 辶 二点しんにゅう

（U+8FB6）

※カッコ内の “U+＊＊＊＊” はUnicode符号位置。該当外のキャラクターは(−−)と表記しています。

鰢台
地名漢字

宮城県トドダイ
（U+9C22） 野� 広島県ノカズキ

（U+28D71）

茨 茨▶

諌 諫▶

JIS78字形（jp78）

（U+8AEB）

エキスパート字形（expt）

（U+8328）

◉ ⌘
記号類

（U+25C9） （U+2318）
﹆ ⁂

（U+FE46） （U+2042）

㎈ ㍈
（U+3388） （U+3348）

㏗ ♳
（U+33D7） （U+2673）

♣ ✿
（U+2663） （U+273F）

♡ ⏎
（U+2661） （U+23CE）

☀ ♬
（U+2600） （U+266C）

♨

✂

（U+2668） （U+2702）

� a
（——） （——）

あ 日
（——） （——）

（U+8ACC）

（——）
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 OpenTypeの製品バリエーションと国内希望販売価格

※千都およびヒラギノは, 大日本スクリーン製造株式会社の登録商標です。
※Mac，Macintosh は, 米国Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における
　登録商標です。
※Adobe, AdobePS, ATMは, 米国 Adobe Systems 社の米国およびその他の国にお
　ける商標，または登録商標です。
※OpenType, Windows は, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
　おける商標, または登録商標です。
※PowerPC は，IBM Corporation の米国における登録商標です。
※こぶりなは、凸版印刷株式会社の登録商標です。
※その他，文中に記載されている会社名，製品名は各社の登録商標または商標です。

■重要
　○本製品をご利用になるには、本製品に同梱の使用許諾契約

　書への同意が必要です。
　○ユーザー登録していただくと弊社からのサポートを受けること

　ができます。
　○本製品は、アプリケーションまたはプリンタの仕様により、 

　表示と印刷の結果が異なる場合があります。
　○本製品に含まれるフォントは、1台のコンピュータでご使用く

　ださい。

■動作環境
●Macintosh
　CPU：Intel および PowerPC プロセッサ搭載の Mac
　OS：Mac OS X 10.2.8 以上、Mac OS 9.0 以上
　※Mac OS 9 では、ATM 4.6.2 とプリンタドライバ 　　　
　　AdobePS 8.7.2 が必要
●Windows
　OS：Windows XP、Windows 2000 Service Pack2
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※Pro フォント：Adobe-Japan1-5 準拠、20,317グリフ収容
※Std フォント：Adobe-Japan1-3 準拠、9,354グリフ収容
※仮名書体には、漢字は含まれていません

OpenType OT-00 ヒラギノ基本6書体パック 47,250円（税込）

 　
OpenType OT-01 ヒラギノ明朝 W2/W4 Std 27,300円（税込）

 
OpenType OT-02 ヒラギノ明朝 W5/W7/W8 Std 39,900円（税込）

 
OpenType OT-03 ヒラギノ角ゴ W1/W2/W4 Std 39,900円（税込）

 
OpenType OT-04 ヒラギノ角ゴ W5/W7/W9 Std 39,900円（税込）

 
OpenType OT-05 ヒラギノ丸ゴ W2/W6/W8 Std 39,900円（税込）

 
OpenType OT-06 ヒラギノ行書 W4/W8 Std 27,300円（税込）

 
OpenType OT-07 こぶりなゴシック W1/W3/W6 Std 39,900円（税込）

 
OpenType OT-08 游築五号仮名 W2-W8 45,150円（税込）

 
OpenType OT-09 游築36ポ仮名 W2-W8 45,150円（税込）

 
OpenType OT-10 ヒラギノ角ゴAD仮名 W1-W9 51,450円（税込）

 


