
「AF はんこ Ver2」 ご利用の手引き 
 

株式会社ネットユーコム 

特設サイト fontucom.com 

●概要 
AF はんこ Ver2 は、日本人の名字上位 6,300 名字を収録した印影風フォントです。 

付属 PDF の「AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf」から名字印影を探し、コピーアンドペーストしたり、ユニコード入

力、日本語入力システムの文字パレットによる選択で名字印影をご利用いただけます。さらに、合字機能付き

フォントもご用意、日本語変換で名字印影をご利用頂けます(動作環境とご利用の注意３をご参照ください)。 
  

●AF はんこ Ver2 の特長 
本製品はゴシック系の R、RE、E、明朝体 E のラインナップと、それぞれ合字機能を利用した名字変換対応フォントを

付属しました(ファイル末尾 _ari.ttf )。 合字フォントは一般的な漢字変換手順で名字印影を表示できます。 
 

当製品の利用についてはご注意があります。 

ドキュメント最後の「ご利用の注意」を必ずご一読ください。 
 

・・・・・・・・・・ 

 

●製品の種類と同梱品のご案内 

製品：AFStampDuexRE  

同梱書体：(1)AFStampDuexRE_ari.ttf (合字有り)  (2) AFStampDuexRE_non.ttf (合字無し) 

製品：AFStampNewsNovaR  

同梱書体：(1)AFStampNewsNovaR_ari.ttf (合字有り) (2) AFStampNewsNovaR_non.ttf (合字無し) 

製品：AFStampMinFoE  

同梱書体：(1)AFStampMinFoE_ari.ttf (合字有り)  (2) AFStampMinFoE_non.ttf (合字無し) 

製品：AFStampBirNovaE  

同梱書体：(1)AFStampBirNovaE_ari.ttf (合字有り)  (2) AFStampBirNovaE_non.ttf (合字無し) 
 

共通同梱ファイル 
(3)AF はんこ Ver2 利用ご案内.pdf 本書です 

(4)AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf ふりがな又は名字から検索し Unicode または印影を探してください。 

(5)使用許諾同意書.pdf  利用許諾範囲を記載しています。ご一読ください。 

(6)README.TXT   本書概略のテキスト化 
 

●仕様 
フォント形式 ： True Type Font (TTF)、CP932、1990 字形 

印影字形 ： ユーザー外字領域 Unicode e000 から F8A8 まで 

製品 ： 名字印影デザインのオリジナル字形フォント 

1 デザインにつき２フォント同梱。  合字機能あり _ari.ttf ／ 合字機能無し _non.ttf 
 

●動作環境 
日本語版 MS-Windows 10 以降 

日本語版 MacOSX Monterey 12.0.1 以降 

これら OS が快適に動作する環境 

合字機能フォントを利用する場合は合字機能対応アプリケーションソフトが必要です。



●利用例 
下記４種の何れかで印影をアプリケーションソフトに表示することができます。 
 

 

【利用例１】 (PDF から名字印影をコピー＆ペースト) 
1．付属の「AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf」から目的の名字を検索し該当する印影をコピーします。 

2．アプリケーションソフトにてペーストし印影フォントを指定します。 
 

 

【利用例２】 (Unicode による MS-WORD 利用) 
1．付属の「AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf」から目的の名字を検索し該当する Unicode を見付けます。 

2．MS-WORD に半角(1byte)で Unicode を入力、その Unicode を範囲選択してから[Alt]+[X] 

3．アプリケーションソフトにて印影フォントを指定します。 
 

 

【利用例３】 （漢字変換システム IME パッド 例:Windows10 MS-IME） 
1．付属の「AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf」から目的の名字を検索し該当するユニコードを見つけます。 

2．日本語入力システムの文字パレットから印影フォントを選択ユニコードにて該当名字を特定。 

3．文字パレットからアプリケーションソフトにペーストし印影フォントを指定します。 
 

 

【利用例４】 （合字利用 OFFICE365 の MS-WORD） 
1．合字対応の印影フォントをアプリケーションソフトで指定します。 

  フォント名末尾 _ari.ttf を選びます。 

2．名字を日本語入力システムで漢字変換すと印影が表示されます。 

3．同じ読みで漢字が異なる場合は、通常の漢字変換手順と同様に次候補を表示させます。 



【手法 1】操作詳細 (PDF から名字印影をコピー＆ペースト)  
 

1. AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf を開きます。 
 

2.必要な苗字を検索します。（ひらがなでも漢字でも） 

(1)AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf の上でマウス右ボタンをクリック 

(2)ショートカットメニューより[文書内でテキストを検索]を選択 

(3)検索項目に選びたい苗字を入力（例：すずき） 

   
 

               <<図左：PDF で検索>>                     <<図右：名字検索>> 
 

3.検索した名字をコピー・アンド・ペースト 

(4)マウスで該当名字印影を選択し、マウス右ボタンをクリック 

(5)ショートカットメニューより[文書内でテキストを検索]を選択 

(6)コピーを選択 

(7)ペースト先のアプリケーションで名字フォントを指定 

(8)ペースト (例：マウス右ボタンでショートカットメニューより貼付) 
 

 

   
 

         <<図左：検索した名字をコピー>>            <<図右：検索した名字をペースト>> 



【手法 2】操作詳細 (Unicode による MS-WORD 利用) 
 

1. AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf を開きます。 
 

2.必要な苗字を検索します。（ひらがなでも漢字でも） 

(1)AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf の上でマウス右ボタンをクリック 

(2)ショートカットメニューより[文書内でテキストを検索]を選択 

(3)検索項目に選びたい苗字を入力（例：すずき） 

   
 

               <<図左：PDF で検索>>                     <<図右：名字検索>> 
 

3.検索した名字の Unicode を確認し WORD で Unicode 変換 

(4)すずきの Unicode を確認 (例：ed1ｂ） 

(5)MS-WORD で名字フォントを指定 

(6)MS-WORD でユニコードを入力 (例：ed1ｂ） 

(7)Unicode を範囲指定し[Alt]+[x]でユニコードから文字へ変換 
 

 
 

               <<図左：Unicode 入力>>                        <<図右：変換>> 



【手法 3】操作詳細 （漢字変換システム IME パッド 例:Windows10 MS-IME）  
 

1. AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf を開きます。 
 

2.必要な苗字を検索します。（ひらがなでも漢字でも） 

(1) AF はんこ Ver2-UnicodeMap.pdf の上でマウス右ボタンをクリック 

(2)ショートカットメニューより[文書内でテキストを検索]を選択 

(3)検索項目に選びたい苗字を入力（例：すずき） 

   
 

               <<図左：PDF で検索>>                     <<図右：名字検索>> 
 

3.検索した名字の Unicode を確認し WORD で Unicode 変換 

(4)すずきの Unicode を確認 (例：ed1ｂ） 

(5)MS-IME の IME バッドを開く 

 

 
 

(6)IME バッドで印影フォントを選択 

(7)ユニコードから苗字印影を探しクリック 

(8)MS-WORD で苗字フォントを指定 

(9)MS-WORD に苗字が表示 



【利用例４】 （合字利用 OFFICE365 の MS-WORD） 
 

WORD 上で右ボタンショートカットメニューから[フォント]を選択 

(1)フォントウインドウの[フォント]タブから「日本語用のフォント」より_ari.ttf の印影フォントを選択 

 

 
 

(2)[詳細設定]タブを選択   (3)合字プルダウンより「すべて」を選択(*1)   (4)[OK]ボタンをクリック 
 

 
 

(5) 「すずき」を入力し漢字変換    (6)変換結果より印影が出ることを確認し確定 
 

 
 

 

(*1)Office365 MS-WORD の仕様から WORD を起動する度に設定する必要があります。



●ご利用の注意 
1. 「AFはんこVer2-UnicodeMap.pdf」のふりがなは音訓の違いや濁点等から一般的な50 音順を保証するもの

ではありません。 
 

2.ふりがなで検索できない場合は、読み方を変更するか収録名字(漢字)にて検索を行って下さい。なお、漢字

検索の場合、候補が多い場合、PDF 検索機能より[次ぎを検索]を選び、目的の名字が検索されるか、最後まで

検索を行い名字の有無を確認してください。 
 

3. 合字利用は、合字に対応した OS とアプリケーションソフトが必要です。 

・ 合字仕様から印影が改行位置にあると正しく印影が表示されない事があります。 

・ EXCEL など罫線枠で囲った場合にセンタリングで一部罫線が見えなくなる現象があります。 

・ 合字で表示された印影は、合字無しのフォントでは表示することはできません。 
 

上記は例です。他環境や利用での動作確認した結果ではありません。 
 

4．名字印影を表示したあと、アプリケーションソフトに保存しても、そのデータを表示させる環境に該当フォント

がインストールされていない場合は(PDF で文字エンベッドをされている場合を除き)、表示再現させる事はでき

ません。フォントが無い環境での利用は PDF をお使い頂くか WebFont でのご利用をご検討ください。 
 

5.本書は、Windows など OS 基本操作をご理解頂いていることを前提と致します。ご不明な点は OS、IME、アプ

リケーションソフトのヘルプファイルや書籍を参考に頂くか、それぞれのメーカへお問い合わせくだださい。 
 

 

 

 

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 担当 村岡 ： n_muraoka@netucom.co.jp 
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