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バキバキに折れた印象を与える欧文フォント。折れ方のバリエーションを GIF 化することで文

字にストーリーを与える事ができます。 

https://www.fontucom.com/gif/AFBakiBaki.gif 

当製品はエレメントが折れた様子をイメージした欧文フォント 3 種のほか、すでに販売中の

「AFAddressStd.ttf」が付属する 4 書体セットです。 
 

・製品サンプル印字 AFAddressStd.ttf 14Pt 

Once upon a time, there lived an old couple in a small village. 
One day the old wife was washing her clothes in the river when 
a huge peach came tumbling down the stream. The old woman 
brought the peach home and cut it up to share with her 
husband.  
 

・製品サンプル印字 AFBakiBaki1.ttf 14Pt 

Once upon a time, there lived an old couple in a small village. 
One day the old wife was washing her clothes in the river when 
a huge peach came tumbling down the stream. The old woman 
brought the peach home and cut it up to share with her 
husband.  
 

・製品サンプル印字 AFBakiBaki2.ttf 14Pt 

Once upon a time, there lived an old couple in a small village. 
One day the old wife was washing her clothes in the river when 
a huge peach came tumbling down the stream. The old woman 
brought the peach home and cut it up to share with her 
husband.  
 

・製品サンプル印字 AFBakiBaki3.ttf 14Pt 

Once upon a time, there lived an old couple in a small village. 
One day the old wife was washing her clothes in the river when 
a huge peach came tumbling down the stream. The old woman 
brought the peach home and cut it up to share with her 
husband.  
 

・仕様 

1)文字セット 1Byte：欧文 2)フォーマット TTF(True Type Font) 

3)動作環境 日本語版 MS-Windows、日本語版 MacOSX 10.8 以降が快適に動作する環境 
 

・ご注意 

ÂÎÛÊÔâîûêôĀĪŪĒŌāīūēō などは原則ユニコード入力にて表示させる事が一般手順となって

おりますが、上記や収録文字一覧からコピーアンドペーストして頂き、ペースト先で書体設定

頂く方法が最短です。弊社では入力表示方法のご案内はしておりません。手順などお問い合

わせを頂いてもお答えできませんので予めご了承ください。 
 

エレメントが折れたイメージの文字は欧文(大文字小文字)と数字が対象です。 

詳細は、収録文字一覧を御覧ください。 



 

・収録文字一覧 

１）AFAddressStd.ttf 

https://www.fontucom.com/pdf/AFAddressStd-Map.pdf 

２）AFBakiBaki1.ttf 

https://www.fontucom.com/pdf/AFBakiBaki1-Map.pdf 

３）AFBakiBaki2.ttf 

https://www.fontucom.com/pdf/AFBakiBaki2-Map.pdf 

５）AFBakiBaki3.ttf 

https://www.fontucom.com/pdf/AFBakiBaki3-Map.pdf 
 

・使用許諾同意書 

https://www.fontucom.com/pdf/LicenseAgreement-IGAppleID.pdf 
 

・インストール可能台数 

Apple ユーザーのお客様は、AppleID１アカウントへの許諾です。アカウントが同じであればイ

ンストール台数に制限はありません。同時にその他 OS の PC を保有されているお客様は

ApplePC 以外にも１CPU へのインストールが可能です。 

例：MacBook + MacBookAir + MacPro + iMac + WindowsPC 

Apple 社以外の OS のみご利用のお客様は１CPU に対して１フォントのインストールが可能で

す。１CPU とはクライアント数に関係なく Server や共有フォルダを含みます。  
 

・ゲームソフトバンドル 

個人または同人インディーズソフトウェア１タイトル（ダウンロード数１万件<バンドル数>までに

対して 1 ライセンス・1 万ダウンロードを超える場合は 1 ライセンスお買い求めください）又

は、それに対応する販売数を超えない範囲でソフトウェアバンドルすることができます。ソフト

ウェアバンドルの許諾は、個人または同人系インディーズへの応援用として特権利用頂くも

のです。企業様ソフトウェアメーカ様でのバンドルは別途ご相談ください。詳しくは許諾書をお

読みください。 
 

・GIF 動画 

サンプルとして GIF 動画を御覧頂いておりますが当社として GIF 動画の作成方法などご案内

はしておりません。予めご了承ください。 
 

如何なる目的のために適切であることまたは有用であることを保証するものではありません。

お客様が被った直接的間接的な如何なる損害につきましても責任を負いません。 

お電話でのご質問をお受けしておりません。 ご質問はメールにてお受け致しております。 
 

株式会社ネットユーコム： n_muraoka@netucom.co.jp 


