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インストール・ガイド



本書での表記について

■製品名について
本書に記載されている製品名は、以下のように表記しています。

本書での表記 正式名称

Windows Vista

Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic

Windows 7

Windows 7 Ultimate
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter

Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Pro
Windows 8

Windows 8.1
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Pro
Windows 8.1

Windows 10

Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Windows 10 Pro
Windows 10 Home

■画面上の文字とキー表記について
ファイルメニュー、コマンド、ボタン、フォルダ名、ウィンドウ、キー等
の名称は[ ]で囲って表記しています。



商標について
・DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Vista/ 7/ 8〜8.1 / 10は、米国Microsoft 

Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
 ・Adobe、Acrobat、Illustrator、PostScript及びInDesignはAdobe Systems 

Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国にける登録
商標または商標です。

・Apple、Mac、Macintosh、Mac OS、MacLogo及びTrueTypeは、米国及び
その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・PowerPCは、IBM Corp.の米国及びその他の国の登録商標または商標   
です。

・Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation
またはその子会社の商標または登録商標です。

・OracleとJava及び全てのJava関連製品の商標及びロゴは、Oracle Corpora-
tion及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標
です。

・その他記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商
標です。 

ご注意

・本製品は使用許諾契約書に従って使用するものとします。
・改良のため、本製品のデザイン及び仕様は予告なく変更することがありま

す。
・本インストール・ガイドは、製品の改良や、その他の事情により、予告

なしに改訂することがあります。
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1. ごあいさつ

この度は、『DynaFont 中国語88書体 TrueType Hybrid』をお買い求めいた
だき、誠にありがとうございます。

『DynaFont 中国語88書体 TrueType Hybrid』は、DynaFontシリーズ中国語
フォントを簡体字40書体・繁体字48書体の合計88書体を収録したフォン
トパッケージです。

ご使用につきましては、使用許諾契約書および本インストール・ガイドを
よくお読みいただいた上でご使用いただきますようお願いいたします。

■ユーザー登録(Web会員登録)および製品番号登録をお願い致します

弊社ホームページ（http://www.dynacw.co.jp）にてユー
ザー登録(Web会員登録)をお受けしております。ご登録がな
い場合は弊社からのカスタマーサービスが受けられません。
本製品のインストールメニュー画面の[ユーザー登録]ボタンか
らWeb会員登録ページへ移りますのでご登録をお願い致しま
す。

詳細は、本インストール・ガイドのカスタマーサービスをご
参照ください。

1. ごあいさつ
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2.『中国語フォント』について

本製品には、「簡体字中国語フォント」と「繁体字中国語フォント」を合
計88書体収録しています。

「簡体字中国語フォント」と「繁体字中国語フォント」は文字もコードも
異なるフォントです。簡体字は中華人民共和国で使用されている簡略漢
字、繁体字は台湾や香港で使用されている昔からの漢字です。コードは簡
体字中国語フォントではGB2312及びGB18030、繁体字中国語フォントに
はBig5が使用され、本製品もこのコードを採用しています。

■簡体字GB2312中国語フォント�
   ・形式：TrueType 
   ・コード体系：GB2312 
   ・書体数：33
   ・文字数：7,589字 (Windowsの場合)
   ・文字数：7,569字 (Macintoshの場合)

■簡体字GB18030中国語フォント�
   ・形式：TrueType 
   ・コード体系：GB18030 
   ・書体数：7
   ・文字数：28,916字 

■繁体字中国語フォント�
   ・形式：TrueType 
   ・コード体系：BIG5 
   ・書体数：48 
   ・文字数：14,588字 (Windowsの場合)
　・文字数：13,902字 (Macintoshの場合)

2.『中国語フォント』について
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3. ご注意

●日本語システム上で簡体字中国語/繁体字中国語フォントを表示するに
は、アプリケーションがGB2312/GB18030/Big5コードまたはユニコード
に対応している必要があります。

  アプリケーションによっては、使用できない場合や一部表示できない文
字がある場合があります。 GB2312/GB18030/Big5コードまたはユニコー
ドへの対応および使用の可否は各アプリケーションメーカーにお問い合
わせください。

● 書体名の表示は、基本的には英語の書体名が表示されますが、アプリ
ケーションにより、中国語書体名が表示される場合もあります(Adobe 
CS等)。

●ゴシック体(Hei)、明朝体(Ming、Song)、丸ゴシック体(Yuan)は、ファミ
リー書体であっても太さによって文字のグリフデザインが異なります。

● PDFへの埋め込みはサポート対象外(保証外)です。埋め込みに関して
は、お客様の責任の範囲にてご利用ください。

● 中国語書体で印刷及びデザインは日本国内に限ります。ただし、印刷物
を日本国外に持ち出すことは可能です。

3. ご注意



Windows 編
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1. 動作環境

■オペレーティング・システム
Windows Vista(Service Pack 2以上) / 7(Service Pack 1以上) / 8〜8.1/ 10 日
本語版

※最新OSの対応状況は弊社ウェブサイト(http://www.dynacw.co.jp)を参照。

■ハードウェア
上記日本語OSが稼動するPC/AT互換機

■ハードディスク
�【FontInstaller】：約665MBの空き容量

�【フォント】：1書体につき約2MB〜22MBの空き容量
　　  (簡体字中国語：1書体につき約2MBから22MB、40書体合計200MB)
        (繁体字中国語：1書体につき約4MBから15MB、48書体合計360MB)

■入力システム�
日本語版システム上で中国語フォントを入力するには、ユニコードまたは
GB2312/GB18030/Big5コードに対応した中国語入力システムが必要です。 

※ Windows Vista/ 7 /8 〜 8.1/ 10 日本語版には OS に中国語入力シス
テムが付属。

※中国語入力システムを組み込む方法の詳細については、インストールメ
ニュー画面の[ユーザーズ・マニュアル]ボタンから、ご覧ください。

■アプリケーション�
日本語システム上で簡体字中国語/繁体字中国語フォントを表示するに
は、アプリケーションがGB2312/GB18030/Big5コードまたはユニコードに
対応している必要があります。アプリケーションによって使用出来ない場

1. 動作環境
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合や一部表示できない文字がある場合があります。GB2312/GB18030/Big5
コードまたはユニコードへの対応および使用の可否は各アプリケーション
メーカーにお問い合わせください。 

■プリンタ
上記パソコンに対応するプリンタ

■インターネット接続環境
WEBブラウザおよび電子メールの利用できる環境

1. 動作環境



Windows 編����13

2. フォント仕様

2-1 フォーマット
Windows Vista(Service Pack 2以上) / 7(Service Pack 1以上) / 8〜8.1/ 10に
対応するTrueType フォント

2-2 文字セット

■簡体字 /繁体字中国語フォント
簡体字中国語フォントは、中国で使用されているG B2312コード及び
GB18030コードのフォント、繁体字中国語は、台湾・香港で一般的に使用
されているBig5コードのフォントです。

【コード体系】
・簡体字GB2312中国語：GB2312
・簡体字GB18030中国語：GB18030
・繁体字中国語：BIG5

【プロポーショナル対応について】
簡体字中国語および繁体字中国語フォントは、拡張子.ttcの付くフォント
で、一つのフォントファイルに等幅フォントとプロポーショナルフォン
トが含まれます。書体名が「DFxxx」が等幅フォント、「DFPxxx」がプロ
ポーショナルフォントです。

2-3 Windows 版 TrueType フォントについて
TrueTypeフォントとはWindowsが標準でサポートするフォント形式で、ど
のサイズでも滑らかな画面表示と印刷結果が得られるアウトラインフォン
トです。

2. フォント仕様
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2. フォント仕様

DynaFontは文字の間隔を自動的に調整して、自然な文字組を行う「プロ
ポーショナルフォント」を採用しています。
本製品に収録されている中国語フォントは、一つのフォントファイルに等
幅フォントとプロポーショナルフォントが含まれます。

■書体表示名
ＤＦｘｘｘｘ    : 等幅フォント 

ＤＦＰｘｘｘｘ : プロポーショナルフォント

■各書体のプロポーショナルに対応する文字について

※ 中 国 語 書 体 名 で 表 示 さ れ る 場 合、 プ ロ ポ ー シ ョ ナ ル フ ォ ン トは
「 」のように書体名の後ろに (P) が付きます。

文字の幅が全て同じ等幅フォント(ＤＦxxxx)は、表計算ソフトなどの事務
処理に適しているのに対し、文字の幅が文字ごとに最適な幅を持つプロ
ポーショナルフォント(ＤＦＰxxxx)は文字組みの美しさが追求されるグラ
フィックデザインやDTPなどに適しています。

Ｆ：固定ピッチ
Ｐ：プロポーショナルピッチ
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3. インストール

以下、説明に使用している画面はWindows 7の例です。環境によって多少
表示が異なる場合があることをあらかじめご了承ください。��

①ダウンロードされたファイル [DynaFont_Chinese88_TrueType_Win.exe]
をダブルクリックします。

※ Windows Vista/ 7/ 8 〜8.1/10 をご使用の場合、設定により［ユーザーアカウ
ント制御］ダイアログボックスが表示される場合があります。[ 許可] また
は[ はい] をクリックします。

②以下のようなダイアログボックスが表示され、セットアッププログラム
のインストールが開始されます。

③インストール完了後、デスクトップに「DynaFont Chinese88 TrueType 
」のショートカットが生成されます。

3. インストール
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3. インストール

　同時にインストールメニュー画面が表示されます。

A フォントインストーラを起動します
B インストール済みのダイナフォントを削除します
C ユーザー登録の Web サイトを表示します
D [ ユーザーズ・マニュアル ] HTML を表示します
E インストールメニュー画面を終了します

④［ダイナフォントのインストールと削除］ボタンをクリックします。以
下のようなダイアログボックスが表示されます。

　シリアル番号を入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

A

B

C

D

E
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3. インストール

ご注意�����

シリアル番号は、必ず半角大文字で入力してください。な
お、同一PCへの二回目以降のインストールには、シリアル番
号は自動的に再入力されますので、[続ける]ボタンをクリック
してください。

⑤「ユーザー登録(Web会員登録)」ページ及び[DynaFontインストーラ]ウィ
ンドウが表示されます。

ご注意�����

Web会員ログイン後にマイページボタンをクリックしていた
だき、表示されたマイページメニューから製品番号のご登録を
お願いいたします。製品番号登録の完了後、引き続きフォント
のインストールへお進みください。なお、Web会員登録および
製品番号登録を済ませた上で、同一PCへの二回目以降のイン
ストールをされる場合は、「ユーザー登録の案内をブラウザで
開く」のチェックボックスをクリックして外します。

  �

[ ユーザー登録へ ] ボタン
をクリックして、Web 会
員登録ページへ移ります
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3. インストール

⑥フォントのインストール先を確認します。デフォルトのフォントのイ
ンストール先は、[Windows]フォルダの中にある［Fonts］フォルダで
す。必要であれば、右下の[ここから操作を選んで下さい]プルダウンメ
ニューをクリックして[インストール先の選択]を選び、フォントをイン
ストールするフォルダを変更します。

⑦インストールしたいフォントのチェックボックス（ ）をクリックし
て選択します。

・「すべて」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、すべての
書体を選択できます。

・「すべて」の左にあるボタン ( ) をクリックすると各分類が表示され、1
分類ずつ選択できます。
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3. インストール

・ 「簡体字中国語 GB2312」等、分類名の左にあるチェックボックスにチェッ
クを入れると、その分類に含まれている書体すべてを選択できます。

・ 選択した書体 ( または分類 ) のチェックボックスをもう一度クリックする
と選択を取り消すことができます。

・ 選択した書体 ( または分類 ) をすべて取り消すには、右下の [ ここから操
作を選んで下さい ] プルダウンメニューから [ フォント選択の取り消し ]
をクリックします。

⑧フォントの選択が済んだら、右下の[ここから操作を選んで下さい]プル
ダウンメニューをクリックして[インストールと削除]を選択します。以
下のようなダイアログボックスが表示されます。［了解］ボタンをク
リックします。

⑨選択したフォントのインストールが開始されます。

⑩完了すると処理中の画面が消え、以下のように通知されます。［了解］
ボタンをクリックします。
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3. インストール

⑪[DynaFontインストーラ]ウィンドウに戻ります。右下[MENU]の[ここから
操作を選んで下さい]プルダウンメニューをクリックして［閉じる］を
選択します。
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4. アンインストール

4-1 フォントの削除 
①デスクトップの「DynaFont Chinese88 TrueType」ショートカットをダブ

ルクリックしてください。

※Windows Vista/ 7/ 8〜8.1/ 10をご使用の場合、設定により［ユーザーア
カウント制御］ダイアログボックスが表示される場合があります。[許
可]または[はい]をクリックします。

②インストールメニュー画面が表示されます。

・システムにインストールされているフォントのチェックボックスのみが
オンになります。

4. アンインストール
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③削除したいフォント(または分類)のチェックボックスをクリックして外
します。

・削除したい書体(または分類)の選択を取り消すには、右下の[ここから操
作を選んで下さい]プルダウンメニューから[フォント選択の取消し]をク
リックします。

④右下の［ここから操作を選んで下さい］プルダウンメニューから[インス
トールと削除]を選びます。以下のようなダイアログボックスが表示され
ます。［了解］ボタンをクリックします。

⑤選択したフォントの削除が実行されます。

4. アンインストール

フォントを削
除 す る 場 合、
ここをご確認
ください。-2M
とはフォント
を削除するこ
とで、そのフォ
ントの容量を
必要容量から
2MB マイナス
することを表
します。
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4. アンインストール

⑥終了すると処理中の画面が消え、以下のように通知されます。［了解］
ボタンをクリックします。

⑦[DynaFontインストーラ]ウィンドウに戻ります。右下[MENU]の[ここから
操作を選んで下さい]プルダウンメニューをクリックして［閉じる］を
選択します。

参考
インストール先のパソコンを変更する場合に、フォントを一々削除せず
に、インストールメニュー画面の[ダイナフォントの削除]ボタンをクリッ
クすることをおすすめします。この削除を行うと、システムにインストー
ル済みの本製品に属するダイナフォントをすべて削除します。手順として
は以下のようになります。

①インストールメニュー画面の［ダイナフォントの削除］ボタンをクリッ
クします。
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②［シリアル番号の認証］ダイアログボックスが表示され、シリアル番号
を入力します。以下のようなダイアログボックスが表示されます。

③［了解］ボタンをクリックします。ダイナフォントの削除が開始されます。

④終了すると削除済みのメッセージが表示されます。［了解］ボタンをク
リックします。

4. アンインストール
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4. アンインストール

4-2 FontInstaller のアンインストール 
「DynaFont Chinese 88 TrueType」FontInstallerを削除するには、用意されてい
る削除用のプログラムから、アンインストールすることをおすすめします。

以下の操作手順を行っ てください。
①[スタート]ボタンから [すべてのプログラム] ー [DynaComware] ー 

[DynaFont Chinese 88 TrueType] ー [Uninstall]を選択します。
※ Windows 8 をご使用の場合、スタート画面の下で右クリックし、アプリ

バーから「すべてのアプリ」をクリックすると、「すべてのアプリ」一覧
が表示されます。[DynaComware] ー [DynaFont Chinese 88 TrueType] ー 
[Uninstall] を選択します。

※ Windows 8.1 をご使用の場合、スタート画面左下に表示されている 「 」
をクリックすると、「すべてのアプリ」一覧が表示されます。[DynaComware] 
ー [DynaFont Chinese 88 TrueType] ー [Uninstall] を選択します。

※ Windows 10 をご使用の場合、［スタート］-[ すべてのアプリ ] から
［DynaComware］ー [DynaFont Chinese 88 TrueType] ー [Uninstall]を選択します。

※ Windows Vista/ 7/ 8 〜 8.1/ 10 をご使用の場合、設定により［ユーザー
アカウント制御］ダイアログボックスが表示される場合があります。[ 許
可 ] または [ はい ] をクリックします。

②以下のようなダイアログボックスが表示されます。[アンインストール]
ボタンをクリックします。
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③プログラムのアンインストールが開始されます。

④アンインストールが完了すると、以下のようなダイアログボックスが表
示されます。［閉じる］ボタンをクリックします。

4. アンインストール
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5. 中国語フォントの表示・入力

5-1 中国語フォントの表示
インストールした中国語フォントを使用する方法は、次のとおりです。

①ドキュメントを作成するアプリケーション（例えば「メモ帳」や
「Microsoft Word」、「Adobe InDesign CS」など）を起動します。

②ドキュメントを新規作成するか、または既存のドキュメントを開きます。

③ドキュメント上で入力した文字を選択します。

文字を選択

図は、「Microsoft Word」でドキュメントを作成する例

5. 中国語フォントの表示・入力
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④アプリケーションのフォントメニューで、使用したいフォントを選択し
ます。

　

※フォントを選択する方法は、アプリケーションによって異なります
が、一般的にはメニューバーから［文字］-［フォント］や、［書式］-
［フォント］を選択したり、メニューバーの［フォント］をクリックす
ることによって表示できます。

⑤選択した文字が、選択したフォントに変更されます。

5. 中国語フォントの表示・入力
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5-2 中国語フォントの入力
中国語を入力するには、中国語の入力システムを利用する以外にも日本語
入力システムに付属する文字パレット( MS-IMEの場合「IMEパッド」)を利
用して入力することが可能です。

※一部入力できない文字があります。

中国語を入力するアプリケーションを起動し、入力位置にカーソルを合わ
せ、[文字パレット]から入力したい文字をクリックします。

　
また、Adobe InDesign／Illustrator CS以降等では［字形］パレットから入力
することができます。

Microsoft Office IME 2010 の IME パットの例

InDesign CS6J の字形パレットの例

中国語フォントを選択[Unicode]-[CJK 統合漢字 ] を選択

5. 中国語フォントの表示・入力
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5. 中国語フォントの表示・入力

※本製品には、ワード版の「中国語常用単語集」を収録しています。この
ファイルから必要な単語をコピーして、アプリケーション上に貼付ける
ことができます。詳細は、インストールメニュー画面の[ユーザーズ・マ
ニュアル]ボタンから、ご覧ください。

《参考》「Microsoft Pinyin IME 2007」について
前述の中国語入力システムや文字パレットを利用する以外にも、
「Microsoft Pinyin IME 2007※」を使用して中国語の手書き入力をすること
ができます。

※「Microsoft Pinyin IME 2007」は Microsoft Office 2007( 中国語版 ) に付属
しています。Microsoft Office 2007 を利用していない場合、別途入手す
る必要があります。Microsfot の Web サイトからダウンロードできます。

「Microsoft Pinyin IME 2007」を使用する場合、手書きパッドで簡体字中
国語はもちろん、繁体字中国語入力も可能です。

以下、説明に使用している画面はWindows 7の例です。環境によって多少
表示が異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

①中国語文字を入力したいアプリケーション（例えば「メモ帳」、
「Microsoft Word」や「Adobe Illustrator CS」など）を起動し、文字入
力できる状態にします。

②中国語入力システムの[言語バー]上で を選択します。
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5. 中国語フォントの表示・入力

③[IME Pad- Hand Writing (ZH-CN) ]が表示されます。

④左側の[Hand Writing(ZH-CN)]を選択してマウスポインターをドラッグし
ながら入力画面に文字を書きます。

⑤書き終えたら、右側に手書きの文字に似通った文字の一覧が表示されま
す。

・簡体字中国語文字を書いた場合

[Hand Writing
(ZH-CN)] を選択

文字を書く

該当する文字
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・繁体字中国語文字を書いた場合

⑥該当する中国語文字をクリックします。アプリケーションに文字が送ら
れます。

5. 中国語フォントの表示・入力

該当する文字



Macintosh 編
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1. 動作環境

■オペレーティング・システム
Mac OS X 10.4.11 以降日本語版 

※最新OSの対応状況は弊社ウェブサイト(http://www.dynacw.co.jp)を参照。

■コンピュータ本体
上記システムに必要なRAMを有するPowerPC、PowerPC G3/G4/G5または 
Intel Coreプロセッサ搭載のMacintosh

■ハードディスク
 【ダウンロード用製品ファイル】：約912MBの空き容量

 【フォント】：1書体につき約2MB〜22MBの空き容量

　　  (簡体字中国語：1書体につき約2MBから22MB、40書体合計200MB)
        (繁体字中国語：1書体につき約4MBから15MB、48書体合計360MB)

■入力システム 
Mac OS Xは、中国語を含む多言語に対応しており、中国語の表示・入力を
することが可能です。

※アプリケーション側で中国語に対応していない場合は、表示できない場
合があります。

※中国語入力システムを組み込む方法の詳細については、インストールメ
ニュー画面の [ ユーザーズ・マニュアル ] ボタンから、ご覧ください。

■アプリケーション 
アプリケーションによっては、中国語の表示をサポートしていない場合も
あります。詳細はご使用の各ソフトウェアメーカーまでお問い合わせくだ
さい。

1. 動作環境
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■プリンタ
上記Macintoshに対応するプリンタ�

■JAVA実行環境(JRE�1.5~1.6)
※ OS 付属の「ソフトウェア・アップデート」から、Apple 社提供の最新の

アップデート版を推奨。

■インターネット接続環境
WEBブラウザおよび電子メールの利用できる環境

1. 動作環境
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2. フォント仕様

2-1 フォーマット
TrueType フォント

2-2 文字セット

■簡体字 /繁体字中国語フォント
簡体字中国語フォントは、中国で使用されているG B2312コード及び
GB18030コードのフォント、繁体字中国語は、台湾・香港で一般的に使用
されているBig5コードのフォントです。

【コード体系】
・簡体字GB2312中国語：GB2312
・簡体字GB18030中国語：GB18030
・繁体字中国語：BIG5

2. フォント仕様
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3. インストール

� ご注意

必ず、管理者権限を持つユーザーでログインしてからインス
トールを行ってください。

ご注意

以下の説明で使用されている参考画像は、Mac�OS�X�10.10.5
の操作画面になります。お客様の環境によって多少表示が異
なる場合があることをあらかじめご了承ください。

①ダウンロードされたファイル[DynaFont_Chinese_88.dmg]をダブルクリッ
クします。

②デスクトップに表示された[DynaFont_Chinese]アイコンをダブルクリッ
クして開き、必要に応じてインストールアイコンをダブルクリックしま
す。

③デスクトップに「DynaFont Chinese 88 TrueType」のショートカットが生
成されます。

   　    

3. インストール
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   同時にインストールメニュー画面が表示されます。

A フォントインストーラを起動します
B インストール済みのダイナフォントを削除します
C ユーザー登録の Web サイトを表示します
D [ ユーザーズ・マニュアル ] HTML を表示します
E インストールメニュー画面を終了します

④［ダイナフォントのインストールと削除］ボタンをクリックします。以
下のようなダイアログボックスが表示されます。

　 シリアル番号を入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

※お使いのMac OS Xのバージョンによっては若干画面が違う場合がありま
す。

3. インストール

A

B

C

D

E
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� ご注意

シリアル番号は、必ず半角大文字で入力してください。な
お、同一PCへの二回目以降のインストールには、シリアル番
号は自動的に再入力されますので、[続ける]ボタンをクリック
してください。

⑤「ユーザー登録(Web会員登録)」ページ及び[DynaFontインストーラ]ウィ
ンドウが表示されます。

　

ご注意�����

Web会員ログイン後にマイページボタンをクリックしていた
だき、表示されたマイページメニューから製品番号のご登録を
お願いいたします。製品番号登録の完了後、引き続きフォント
のインストールへお進みください。なお、Web会員登録および
製品番号登録を済ませた上で、同一PCへの二回目以降のイン
ストールをされる場合は、「ユーザー登録の案内をブラウザで
開く」のチェックボックスをクリックして外します。

[ ユーザー登録へ ] ボタン
をクリックして、Web 会
員登録ページへ移ります

3. インストール
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⑥フォントのインストール先を確認します。必要であれば、右下の[ここ
から操作を選んで下さい]プルダウンメニューをクリックして[インス
トール先の選択]を選び、フォントのインストール先を変更します。

・［ローカル］：Mac OS X の［ライブラリ］-［Fonts］フォルダにイ                       
                       ンストールします。
　  Mac OS X すべてのユーザーがフォントが使用できます。

・［ユーザ］：Mac OS X の［ユーザー］-［ユーザー名のフォルダ］-
                  ［ライブラリ］-［Fonts］フォルダにインストールします。
     ログインしているアカウントのみでフォントが使用できます。

※管理者以外のユーザーとしてログインしている場合は、「ローカル」は選
択できません。

3. インストール
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⑦インストールしたいフォントのチェックボックス（ ）をクリックし
て選択します。

・「すべて」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、すべての
書体を選択できます。

・「すべて」の左にあるボタン ( ) をクリックすると各分類が表示され、
1 分類ずつ選択できます。

・ 「簡体字中国語 GB2312」等、分類名の左にあるチェックボックスにチェッ
クを入れると、その分類に含まれている書体すべてを選択できます。

・ 選択した書体 ( または分類 ) のチェックボックスをもう一度クリックする
と選択を取り消すことができます。

・選択した書体 ( または分類 ) をすべて取り消すには、右下の [ ここから操
作を選んで下さい ] プルダウンメニューから [ フォント選択の取り消し ]
をクリックします。

⑧フォントの選択が済んだら、右下の[ここから操作を選んで下さい]プルダウ
ンメニューをクリックして[インストールと削除]を選択します。以下のよ
うなダイアログボックスが表示されます。[OK］ボタンをクリックします。

3. インストール
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3. インストール

⑨選択したフォントのインストールが開始されます。

⑩完了すると処理中の画面が消え、以下のように通知されます。[OK］ボ
タンをクリックします。

⑪[DynaFontインストーラ]ウィンドウに戻ります。右下の[ここから操作を選
んで下さい]プルダウンメニューをクリックして[閉じる]を選択します。
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4. アンインストール

①デスクトップの「DynaFont Chinese 88 TrueType」ショートカットをダ
ブルクリックしてください。

②インストールメニュー画面が表示されます。［ダイナフォントのインス
トールと削除］ボタンをクリックしてください。

・システムにインストールされているフォントのチェックボックスのみが
オンになります。

③削除したいフォント(または分類)のチェックボックスをクリックしては
ずします。

・ 削除したい書体 ( または分類 ) の選択を取り消すには、右下の [ ここから
操作を選んで下さい ] プルダウンメニューから [ フォント選択の取り消
し ] をクリックします。

4. アンインストール

フォントを削除
する場合、ここ
を ご 確 認 く だ
さい。-2M とは
フォントを削除
することで、そ
のフォントの容
量を必要容量か
ら 2MB マ イ ナ
スすることを表
します。
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④右下の［ここから操作を選んで下さい］プルダウンメニューから[イン
ストールと削除]を選びます。以下のようなダイアログボックスが表示
されます。[OK］ボタンをクリックします。

⑤選択したフォントの削除が実行されます。

⑥終了すると処理中の画面が消え、以下のように通知されます。[OK］ボ
タンをクリックします。

4. アンインストール
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⑦[DynaFontインストーラ]ウィンドウに戻ります。右下[MENU]の[ここから
操作を選んで下さい]プルダウンメニューをクリックして[閉じる]を選択
します。

参考
インストール先のパソコンを変更する場合に、フォントを一々削除せず
に、インストールメニュー画面の[ダイナフォントの削除]ボタンをクリッ
クすることをおすすめします。この削除を行うと、システムにインストー
ル済みの本製品に属するダイナフォントをすべて削除します。手順として
は以下のようになります。

①インストールメニュー画面の［ダイナフォントの削除］ボタンをク　
リックします。

②［シリアル番号の認証］ダイアログボックスが表示され、シリアル番号
を入力します。以下のようなダイアログボックスが表示されます。

4. アンインストール
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③［OK］ボタンをクリックします。ダイナフォントの削除が開始されます。

④終了すると削除済みのメッセージが表示されます。［OK］ボタンをク
リックします。

4. アンインストール
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5. 中国語フォントの表示・入力

5-1 中国語フォントの表示
インストールした中国語フォントを使用する方法は、次のとおりです。

①ドキュメントを作成するアプリケーション (例えば「テキストエディッ
ト」や「Microsoft Word」、「Adobe InDesign CS」など）を起動しま
す。

②ドキュメントを新規作成するか、または既存のドキュメントを開きま
す。

③ドキュメント上で入力した文字を選択します。

図は、Mac OS X の「テキストエディット」でドキュメントを
作成する例

文字を選択

④アプリケーションのフォントメニューで、使用したいフォントを選択し
ます。

5. 中国語フォントの表示・入力
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※上図は、Mac OS X の「テキストエディット」のフォントメニューで、メ
ニューバーの［フォーマット］-［フォント］-［フォントパネルを表示］
を選択することによって表示できます。

　フォントを選択する方法は、アプリケーションによって異なりますが、
一般的にはメニューバーから［文字］-［フォント］や、［書式］-［フォ
ント］を選択したり、メニューバーの［フォント］をクリックすること
によって表示できます。

⑤選択した文字が、選択したフォントに変更されます。

Adobe Illustrator CS3 のフォントメニューの例

5. 中国語フォントの表示・入力
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5-2 中国語フォントの入力
中国語を入力するには、中国語の入力システムを利用する以外にもシステ
ム付属の［文字パレット］※からの入力が可能です。

※ Mac OS X 10.6 〜 10.11 の場合、［文字ビューア］と呼ばれます。

[文字パレット］を起動するには、メニューバー上の入力メニューから[文
字パレットを表示］を選択します。

中国語を入力するアプリケーションを起動し、入力位置にカーソルを合わ
せ、[文字パレット]から入力したい文字をクリックします。

また、Adobe InDesign／Illustrator CS以降等では［字形］パレットから入
力することができます。

グ
リ
フ
を
選
択

中国語フォントを選択

5. 中国語フォントの表示・入力

　　　　Mac OS X 10.5.8 の文字パレットの例
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※本製品には、ワード版の「中国語常用単語集」を収録しています。この
ファイルから必要な単語をコピーして、アプリケーション上に貼付ける
ことができます。詳細は、インストールメニュー画面の[ユーザーズ・マ
ニュアル]ボタンから、ご覧ください。

5. 中国語フォントの表示・入力

InDesign CC の字形パレットの例



テクニカルサポート
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1. トラブルシューティング

簡体字中国語フォントや繁体字中国語フォントが画面上で表示
できない。�

アプリケーションによっては、使用できない場合や一部表示で
きない文字が ある場合があります。GB2312/GB18030/Big5コー
ドまたはユニコードへの対応および使用の可否は各アプリケー
ションメーカーにお問い合わせください。 

Adobe� Illustrator� 10 以前のバージョンで、中国語フォントが入
力できない。

 Adobe Illustrator 10以前のバージョンは、中国語フォントに対
応していない為、使用できません。Adobe Illustrator CS以降の
バージョンで使用してください。

QuarkXPress 日本語版 4.1/6.1/6.5 で、中国語が使用できない。
QuarkXPress日本語版6.5x以前では、中国語フォントに対応して
いない為、使用できません。QuarkXPress 8以降のバージョンで
使用してください。

「− ( マイナス記号 )」等の細い横線が画面上に表示されない。
画面の解像度が低いこと、DynaFontのヒンティングの相性の問
題です。画面倍率を上げると表示されるようになります。印刷
には問題ありません。

1. トラブルシューティング
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画面には表示されている文字の一部が、印刷すると欠けてしま
う。

プリンタドライバによっては、このような現象が起こります。
最新のプリンタドライバをご使用ください。

PS プリンタに出力すると白紙が出力される。
プリンタ側のメモリ不足の場合、白紙が出力されます。1ペー
ジあたりの文字数を減らして出力してみてください。それで出
力できるようであればメモリ不足だと思われます。プリンタの
メモリを増設してください。

PS プリンタに出力すると、フォントが化ける。
PSプリンタに出力しフォントが化ける場合、プリンタドライ
バの設定を「常にTrueTypeフォントを使う」に設定してくださ
い。

文字が画面表示や印刷出力でつぶれることがある。
見出し用の書体など元々線の太いデザインの書体は、ポイント
数が小さい場合、解像度にもよりますが、線がつぶれる場合が
あります。ポイント数を大きくしてご使用ください。

1. トラブルシューティング
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2. カスタマーサービス

　ダイナコムウェア株式会社では、DynaFontユーザーの皆様の製品に関するお
問い合わせに対応させていただくため、テクニカルサポートを開設しておりま
す。DynaFontをはじめ弊社製品をご利用いただくにあたり、ご質問や疑問等が
ございましたらお気軽にご利用ください。

　本サービスをお受けになるには、ユーザー登録(Web会員登録)およびWeb会
員ページからの製品番号登録が必要となります。
弊社ホームページ(http://www.dynacw.co.jp)にてWeb会員登録をお受けしてお
ります。製品のインストールメニュー画面のボタンからWeb会員登録ページへ
のリンクがございますのでご利用ください。Web会員登録後にWeb会員ページ
からマイページに入っていただき、当製品の製品番号登録をお願いいたしま
す。

■ご購入前の製品に関するご質問
　　���E-Mail��info-jp@dynacw.co.jp
■ご購入後の技術的なご質問
　�E-Mail��tech-support@dynacw.co.jp

　������FAX　�03-3556-6619
■ホームページ専用お問い合わせフォーム

　������https://www.dynacw.co.jp/support/support_inquiry.aspx
　弊社製品ご購入後の技術的なご質問は、Web会員登録および製品番号登録の
お手続きがお済みのお客様を対象に優先して回答しております。上記E-Mail、
FAX以外の方法で弊社にお問い合わせを頂いた場合はご対応できない場合がご
ざいますので予めご注意ください。
　また、お電話による回答をご希望の方は、上記E-MailもしくはFAXへ、Web
会員登録済みの製品番号、ご質問内容とご連絡のつくお電話番号を明記の上、
「電話対応希望」とお書き添えください。以下のテクニカルサポート開設時間
内での対応となります。

※テクニカルサポート開設時間 
　平日 9:30 〜 17:30 ( 土曜、日曜、祝日を除く )

2. カスタマーサービス

https://www.dynacw.co.jp/support/support_inquiry.aspx
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