
収録文字について
仮名フォント：全角「かな」または「カナ」
を収録。一部英数字、記号等収録。
数字フォント：下記の文字が含まれます。

欧文フォント、ボーナスフォント：基本的
にアルファベットが含まれますが、シンボ
ルフォント、大文字と小文字が同じデザイ
ンのフォント、数字や記号が含まれない
フォント等もふくまれます。
クリエイターズフォント：アルファベット、
カナ、かな、数字、絵文字等のフォントや
その他漢字を含むフォントが収録されます
が、収録文字はフォントによって異なります。

スペースの都合上、書体見本は収録されて
いるフォントの一部を掲載しております。
詳細は、WEBサイト本製品ページ（https:/ /
www.fonta l l iance.com/product/ffh6/）を
ご参照ください。

Windows版　
▶動作環境
【対応 OS】
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10日本語版
【パソコン本体】
上記 OSが動作するパーソナルコンピューター
【その他ハードウェア】
ハードディスク：最低限インストールするフォントのファイル容量
以上の空き容量が必要
【インターネット環境】
フォントデータをダウンロードする際に最新のインターネットアク
セス環境（ブラウザ）が必要
※サポート終了したOS環境は未対応

▶仕様（日本語総合フォント）
TrueTypeフォント
【文字セット】
以下日本語フォント標準文字セット（TT標準）
CP932（マイクロソフト標準文字セット）
半角：JISX0201（ローマ字、半角カナ）
全角：JISX0208（非漢字、JIS 第一水準、JIS 第二水準）、MS 機種
依存文字

※フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品 WEB
サイトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Windows対応 TrueTypeフォント（拡張子 .TTF/TTC形式）
OpenTypeフォント
【文字セット】
フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品WEBサ
イトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Windows対応 OpenTypeフォント（拡張子 .OTF形式）
▶仕様（日本語総合フォント以外）
フォントフォーマットは商品タイトル欄、収録文字については「収
録文字について」参照

Mac版　
▶動作環境
【対応 OS】
Mac OS X / OS X / macOS 10 / macOS 11日本語版
【パソコン本体】
上記 OSが動作するMacコンピュータ
【その他ハードウェア】
ハードディスク：最低限インストールするフォントのファイル容量
以上の空き容量が必要
【インターネット環境】
フォントデータをダウンロードする際に最新のインターネットアク

セス環境（ブラウザ）が必要
※サポート終了したOS環境は未対応

▶仕様（日本語総合フォント）
TrueTypeフォント
【文字セット】
以下日本語フォント標準文字セット（TT標準）
半角：JISX0201（ローマ字、半角カナ）
全角：JISX0208（非漢字、JIS 第一水準、JIS 第二水準）、Apple 機
種依存文字
※フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品 WEB
サイトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Mac対応 TrueTypeフォント（Font Suitcase形式）
TrueTypeフォント（拡張子 .TTF / TTC形式）
OpenTypeフォント
【文字セット】
フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品WEBサ
イトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Mac対応 OpenTypeフォント（拡張子 .OTF形式）
▶仕様（日本語総合フォント以外）
フォントフォーマットは商品タイトル欄、収録文字については「収
録文字について」参照
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ご購入前の注意事項
●本製品は、ご利用前に使用許諾契約書に同
意いただく必要があります。本製品ダウン
ロードサイトにログインした時点で使用
許諾契約書に同意したものとみなします。
●本製品は、WindowsおよびMacそれぞれ
１台のコンピューターにインストールし
てご利用いただけます。
●パッケージスペースの都合上、収録され
ている全フォントを書体見本に記載する
ことができません。詳細をお知りなりた
い場合は、WEB サイト本製品ページ
（https://www.fontalliance.com/product/
ffh6/）でご確認願います。
●パッケージおよび同梱の書体一覧で表記
される書体の名称は、フォントのフルネー
ムで表記されています。アプリケーション
の仕様によっては、表示される名前が異な
る場合があります。
●パッケージの書体見本は Mac 版がないも
のを除き Mac 版で、同梱の書体見本は
Windows 版がないものを除き、Windows
版で作成されています。
●本製品は、フォントデータの仕様の特性
上、全てのアプリケーションで動作を保証
するものではありません。
●本製品は Windows 版と Mac 版のデータ
の互換を保証するものではありません。ま
た JIS90版と JIS2004版、等幅フォント
とプロポーショナルフォント等は全て異
なるフォントとして扱われます。
●『クリエイターズフォントバイブル』に収
録されるフリーフォントについては、各ク
リエイターから許諾を受け無償で収録掲
載するものです。各クリエイターが用意す
る使用許諾または Readme に従って利用
するものとし、本製品のサポート対象から
除外されます。使用許諾内容を事前にお知
りになりたい場合は、事前にお問い合わせ
願います。なお、シェアフォント、限定フォ
ント、未公開フォント等、フリーフォント
以外のクリエイターズフォントについて
は、本製品と同様に扱われます。
●本製品には一部 PDF ファイルを使用して
いる場合があります。PDFファイルをご覧
になるには、アドビシステムズ社が配布し
ている Adobe Readerが必要です 。
●本製品のデザイン、仕様および使用許諾内
容は予告なく改定させていただくことが
あります。

Microsoft, Windows, OpenType は 米 国 Micro soft 

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。Apple, Mac, Macintosh, 

MacOS, TrueType は 米 国 Apple Computer, Inc

の商標または登録商標またはです。『KeyFonts DX 

Hybrid』 ©2002-2021 Mercury Software Japan 

and its licensors. All rights reserved.その他、記載
の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

フリーフォント、限定フォント、未公開フォント等クリエイター
ズフォント厳選1986書体『クリエイターズフォントバイブル』

　 クリエイターズフォント
Windows 1986書体／Mac 1986書体
（TrueType、OpenTypeまたは PS）

コスパ度国内最大の
総合フォントパック集

FONT by Font Alliance Network

ベーシック系フォントから、人気の筆文字系、
デザイン系まで幅広く収録。

　 日本語総合フォント
327種 905フォント
Windows JIS90 313書体、Windows JIS2004 265書体、
Mac 327書体（TrueType または OpenType）

POP・ちらしに最適なクリエイターズ数字フォント
『NUMBER FONT』（TrueType）

　 数字フォント
Windows 301書体／Mac 301書体

デザイン欧文フォント集『DESIGN FONT PACK VOL1』、
『DESIGN FONT PACK VOL2』（TrueType）／世界の欧文フォ
ント集『KeyFontsDX Hybrid』（TrueType）

　 欧文フォント
Windows 3504書体／Mac 3504書体

フォントアライアンスネットワークの
プロデュースによる国内＆海外
全 93ブランドのフォントを収録

ハイブリッド版
Windows&Mac
各1ライセンス付き

日本語総合フォント国内最大級

（フォントファン ハイブリッド6）

13,003 917
クリエイターズ手書き風仮名フォント『ガールズフォント』  
OpenType）／レトロ風、シネマ風等が特徴的なデザイン仮名
フォント集『レトロ仮名フォント』（OpenType）／タイトルに
最適なカナフォント集『カナフェイス 44』（TrueType）

　 仮名フォント
Windows 81書体／Mac 81書体

国内フォントパッケージ最多収録

昭和書体セレクトパック2

昭和書体欧文フォント114
花神書体／雷神書体
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Special thanks to 　◯日本語総合フォント：AFP、Arphic、ADF、Takafumi Miyajima、cfont、C&G、大和堂、fub 工房、空草字房、エムフォント、SEIBI FONT、System Graphi、TYPE C4、雲涯　◯仮名フォント：Flop Design、id font、C&G　◯数字フォント：cfont　
◯欧文フォント：MediaCrest Inc.（旧 enStep Corporation.）、Arphic、Mercury Software Japan　◯クリエイターズフォント：04、2dogs、ainezunouzu、ANGEL VIBES、ASTERISM、BitmapMania+、BRIDGECo.、cfont、Chemical Cyborg、com4t、das Nest der Qualle、
DIGITALDREAMDSEIGN、EUTYPOCE、fatdesign、Field's Color、Flop Design、fontazilla.com、FREAKEyBUNNy、Gau+、GEKITETZ、Gomarice Font、Gray Graphics、HYPERION GRAPHICS、illllli、Katana Fonts、Kinema Moon graphics、LINEASOLID、macco、Miffies、
mono966.Design、NekoNeco、OFGH&D、PETITBOYS、PLX SYSTEM、Prismtone、rain-road、SecondWave、SmileStudio、SONOKI-M WORKS、Stupid、Sucharaka*Paradise、Takasakiyama.com、Tee-wat、THE BAKA・FONTS、TINY FACTORY、TOKYO DESERT、
Typodermic、VIEWLOGIC、WednesdayLOVE.jp、WEIGHT LESSNESS GRAPHICS、YOWorks、ZETUEI FONTS、あくび印、あずきフォント、あんずもじ、イケガミタケシ、キュービーアート、クラゲジルシ N+、ゲバサイト、ソメシンズ、ニコデザインワークス、フォント作
成工房、ぷちくまふぉんと、プチグラフィックス、みこと本舗、りいのフォント、海沿いカリグラ邸！、上山根祐輔、青二書道会、玉英、舞亭ペン字フォント
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収録文字について
仮名フォント：全角「かな」または「カナ」
を収録。一部英数字、記号等収録。
数字フォント：下記の文字が含まれます。

欧文フォント、ボーナスフォント：基本的
にアルファベットが含まれますが、シンボ
ルフォント、大文字と小文字が同じデザイ
ンのフォント、数字や記号が含まれない
フォント等もふくまれます。
クリエイターズフォント：アルファベット、
カナ、かな、数字、絵文字等のフォントや
その他漢字を含むフォントが収録されます
が、収録文字はフォントによって異なります。

スペースの都合上、書体見本は収録されて
いるフォントの一部を掲載しております。
詳細は、WEBサイト本製品ページ（https:/ /
www.fonta l l iance.com/product/ffh6/）を
ご参照ください。

Windows版　
▶動作環境
【対応 OS】
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10日本語版
【パソコン本体】
上記 OSが動作するパーソナルコンピューター
【その他ハードウェア】
ハードディスク：最低限インストールするフォントのファイル容量
以上の空き容量が必要
【インターネット環境】
フォントデータをダウンロードする際に最新のインターネットアク
セス環境（ブラウザ）が必要
※サポート終了したOS環境は未対応

▶仕様（日本語総合フォント）
TrueTypeフォント
【文字セット】
以下日本語フォント標準文字セット（TT標準）
CP932（マイクロソフト標準文字セット）
半角：JISX0201（ローマ字、半角カナ）
全角：JISX0208（非漢字、JIS 第一水準、JIS 第二水準）、MS 機種
依存文字

※フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品 WEB
サイトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Windows対応 TrueTypeフォント（拡張子 .TTF/TTC形式）
OpenTypeフォント
【文字セット】
フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品WEBサ
イトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Windows対応 OpenTypeフォント（拡張子 .OTF形式）
▶仕様（日本語総合フォント以外）
フォントフォーマットは商品タイトル欄、収録文字については「収
録文字について」参照

Mac版　
▶動作環境
【対応 OS】
Mac OS X / OS X / macOS 10 / macOS 11日本語版
【パソコン本体】
上記 OSが動作するMacコンピュータ
【その他ハードウェア】
ハードディスク：最低限インストールするフォントのファイル容量
以上の空き容量が必要
【インターネット環境】
フォントデータをダウンロードする際に最新のインターネットアク

セス環境（ブラウザ）が必要
※サポート終了したOS環境は未対応

▶仕様（日本語総合フォント）
TrueTypeフォント
【文字セット】
以下日本語フォント標準文字セット（TT標準）
半角：JISX0201（ローマ字、半角カナ）
全角：JISX0208（非漢字、JIS 第一水準、JIS 第二水準）、Apple 機
種依存文字
※フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品 WEB
サイトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Mac対応 TrueTypeフォント（Font Suitcase形式）
TrueTypeフォント（拡張子 .TTF / TTC形式）
OpenTypeフォント
【文字セット】
フォントによって収録文字数が異なります。詳細は、本製品WEBサ
イトに掲載の「フォント詳細」をご参照ください。
【字形】
JIS90または JIS2004
【フォントファイル形式】
Mac対応 OpenTypeフォント（拡張子 .OTF形式）
▶仕様（日本語総合フォント以外）
フォントフォーマットは商品タイトル欄、収録文字については「収
録文字について」参照
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ご購入前の注意事項
●本製品は、ご利用前に使用許諾契約書に同
意いただく必要があります。本製品ダウン
ロードサイトにログインした時点で使用
許諾契約書に同意したものとみなします。
●本製品は、WindowsおよびMacそれぞれ
１台のコンピューターにインストールし
てご利用いただけます。
●パッケージスペースの都合上、収録され
ている全フォントを書体見本に記載する
ことができません。詳細をお知りなりた
い場合は、WEB サイト本製品ページ
（https://www.fontalliance.com/product/
ffh6/）でご確認願います。
●パッケージおよび同梱の書体一覧で表記
される書体の名称は、フォントのフルネー
ムで表記されています。アプリケーション
の仕様によっては、表示される名前が異な
る場合があります。
●パッケージの書体見本は Mac 版がないも
のを除き Mac 版で、同梱の書体見本は
Windows 版がないものを除き、Windows
版で作成されています。
●本製品は、フォントデータの仕様の特性
上、全てのアプリケーションで動作を保証
するものではありません。
●本製品は Windows 版と Mac 版のデータ
の互換を保証するものではありません。ま
た JIS90版と JIS2004版、等幅フォント
とプロポーショナルフォント等は全て異
なるフォントとして扱われます。
●『クリエイターズフォントバイブル』に収
録されるフリーフォントについては、各ク
リエイターから許諾を受け無償で収録掲
載するものです。各クリエイターが用意す
る使用許諾または Readme に従って利用
するものとし、本製品のサポート対象から
除外されます。使用許諾内容を事前にお知
りになりたい場合は、事前にお問い合わせ
願います。なお、シェアフォント、限定フォ
ント、未公開フォント等、フリーフォント
以外のクリエイターズフォントについて
は、本製品と同様に扱われます。
●本製品には一部 PDF ファイルを使用して
いる場合があります。PDFファイルをご覧
になるには、アドビシステムズ社が配布し
ている Adobe Readerが必要です 。
●本製品のデザイン、仕様および使用許諾内
容は予告なく改定させていただくことが
あります。

Microsoft, Windows, OpenType は 米 国 Micro soft 

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。Apple, Mac, Macintosh, 

MacOS, TrueType は 米 国 Apple Computer, Inc

の商標または登録商標またはです。『KeyFonts DX 

Hybrid』 ©2002-2021 Mercury Software Japan 

and its licensors. All rights reserved.その他、記載
の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

フリーフォント、限定フォント、未公開フォント等クリエイター
ズフォント厳選1986書体『クリエイターズフォントバイブル』

　 クリエイターズフォント
Windows 1986書体／Mac 1986書体
（TrueType、OpenTypeまたは PS）

コスパ度国内最大の
総合フォントパック集

FONT by Font Alliance Network

ベーシック系フォントから、人気の筆文字系、
デザイン系まで幅広く収録。

　 日本語総合フォント
327種 905フォント
Windows JIS90 313書体、Windows JIS2004 265書体、
Mac 327書体（TrueType または OpenType）

POP・ちらしに最適なクリエイターズ数字フォント
『NUMBER FONT』（TrueType）

　 数字フォント
Windows 301書体／Mac 301書体

デザイン欧文フォント集『DESIGN FONT PACK VOL1』、
『DESIGN FONT PACK VOL2』（TrueType）／世界の欧文フォ
ント集『KeyFontsDX Hybrid』（TrueType）

　 欧文フォント
Windows 3504書体／Mac 3504書体

フォントアライアンスネットワークの
プロデュースによる国内＆海外
全 93ブランドのフォントを収録

ハイブリッド版
Windows&Mac
各1ライセンス付き

日本語総合フォント国内最大級

（フォントファン ハイブリッド6）

13,003 917
クリエイターズ手書き風仮名フォント『ガールズフォント』  
OpenType）／レトロ風、シネマ風等が特徴的なデザイン仮名
フォント集『レトロ仮名フォント』（OpenType）／タイトルに
最適なカナフォント集『カナフェイス 44』（TrueType）

　 仮名フォント
Windows 81書体／Mac 81書体

国内フォントパッケージ最多収録

昭和書体セレクトパック2

昭和書体欧文フォント114
花神書体／雷神書体

KsoPurpleBrush15 Regular

1

2

OriginalStyle

初回Ｗ特典

基本書体、江戸文字合計15書体から
2書体をセレクト利用できます。
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