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少数派でもある和風テイストな欧文フォントです。ベースフォントは発売中 AFS 和文フォ

ントの AF-Tensyo04DB85.ttf と AFSComicOboro1.ttf などを欧文専用フォントとしてサイド

ベアリングや一部カーニング調整しました。海外の和食レストランでは看板やメニューで

採用されがちな毛筆タッチな欧文フォント。独特な字形デザインでありながら見出しやリ

ード文だけでなく本文用としてもご利用いただけます。Web や PDF 商用配信はもちろん個

人・同人インディーズソフトウェアへのバンドルも許諾です。 
 

 

 

・製品サンプル印字 
AFalphabetTensyoR.ttf 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12
34567890abcdefghijklmnopqrtuvwxyz!"
#$%&',.=~ <>{}[]? 
A convenient design typeface that can also 
be used as a ghost-like typeface. 
The typeface recreated as a typeface for the 
text can be conveniently used depending on 
your ideas, 
 
You can use both "Apple" and "Windows" with one product. 
 

 

 

AFalphabetFudeR.ttf 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdef
/ghijklmnopqrtuvwxyz!"#$%&',.=~ <>{}[]? 
A convenient design typeface that can also be used as 
a ghost-like typeface. 
The typeface recreated as a typeface for the text can 
be conveniently used depending on your ideas, 
 
You can use both "Apple" and "Windows" with one product. 
 



update 2022/3/17 
 

AFalphabetHousen.ttf 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdef/
ghijklmnopqrtuvwxyz!"#$%&',.=~ <>{}[]? 
A convenient design typeface that can also be used 
as a ghost-like typeface. 
The typeface recreated as a typeface for the text can 
be conveniently used depending on your ideas, 
 
You can use both "Apple" and "Windows" with one product. 
 

 

 

AFalphabetReikou.ttf 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdef/g
hijklmnopqrtuvwxyz!"#$%&',.=~ <>{}[]? 
A convenient design typeface that can also be used as a 
ghost-like typeface. 
The typeface recreated as a typeface for the text can be 
conveniently used depending on your ideas, 
 
You can use both "Apple" and "Windows" with one product. 
 

 

 

AFalphabetUnsui.ttf 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdef/
ghijklmnopqrtuvwxyz!"#$%&',.=~ <>{}[]? 
A convenient design typeface that can also be used 
as a ghost-like typeface. 
The typeface recreated as a typeface for the text 
can be conveniently used depending on your ideas, 
 
You can use both "Apple" and "Windows" with one product. 
 



・仕様 

1)文字セット 欧文：英数字 

2)フォーマット TTF(True Type Font) 

3)動作環境 日本語版 MS-Windows 8/8.1/10、 

日本語版 MacOSX 10.8 以降が快適に動作する環境 
 

・収録文字 

1byte 英数字の収録文字については下記 PDF をご確認ください。 

 

AFalphabetTensyoR.ttf 

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

AFalphabetFudeR.ttf 

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

AFalphabetHousen.ttf 

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

AFalphabetReikou.ttf 

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

AFalphabetUnsui.ttf 

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

・インストール可能台数 

当該製品フォント１ライセンス分としてお客様が保有する 1 つの AppleID に属する機器全

てと Apple 社製以外のコンピュータ１台にインストール可能です(※１)。 
 

・バンドルの許諾 

販売する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(※２)。 

 

・使用許諾同意書 

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

・使用許諾について 

アプリケーションソフト利用はもちろん、動画テロップ後の配信、字形装飾が困難な Web 

Server へのアップロード、フォント共有サーバー利用、PDF エンベッド、印刷やロゴなど

作成と登録、印影や彫刻、画像化後ソフトへのバンドルなど商用利用できます。 
 

(※1) 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。  



 (※2) 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。 
 

 

【エンマーク】 

当製品は 1Byte 欧文フォントです。JIS 規格の 1Bye フォントとは異なりエンマークの位置

にはバックスラッシュが収録されています。AP 種によって多少異なりますが当製品にてエ

ンマークを表示させる場合は、コード入力するか「収録一覧」よりコピーアンドペースト

してからフォント名を変更してください。なお弊社からコード入力などのご案内はしてお

りません。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 

 


