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■2013 年に提供しました IVS 対応フォントの新旧バージョン⼀覧 
フォント名での相違がありませんので、新旧を確認をしていただくには、フォントのバージョ

ンを⾒ていただく必要があります。フォントの新バージョンと旧バージョンは以下になっており
ます。 

 
・モリサワ新バージョンの以下［Pr6］フォントは全て「2.000」です。 
・モリサワ旧バージョンの［Pr6］フォント（35 書体） 
  リュウミン（KL） L 「1.003」 
  リュウミン（KL） R 「1.003」 
  リュウミン（KL） M 「1.003」 
  リュウミン（KL） B 「1.003」 
  リュウミン（KL） EB 「1.002」 
  リュウミン（KL） H 「1.002」 
  リュウミン（KL） EH 「1.002」 
  リュウミン（KL） U 「1.002」 
  新ゴ EL 「1.002」 
  新ゴ L 「1.003」 
  新ゴ R 「1.002」 
  新ゴ M 「1.003」 
  新ゴ DB 「1.002」 
  新ゴ B 「1.003」 
  新ゴ H 「1.002」 
  新ゴ U 「1.002」 
  新丸ゴ L 「1.002」 
  新丸ゴ R 「1.002」 
  新丸ゴ M 「1.002」 
  新丸ゴ DB 「1.003」 
  新丸ゴ B 「1.003」 
  新丸ゴ H 「1.003」 
  新丸ゴ U 「1.003」 
  ゴシック MB101 L 「1.002」 
  ゴシック MB101 R 「1.003」 
  ゴシック MB101 M 「1.003」 
  ゴシック MB101 DB 「1.002」 
  ゴシック MB101 B 「1.003」 
  ゴシック MB101 H 「1.002」 
  ゴシック MB101 U 「1.002」 
  中ゴシック BBB 「1.004」 
  太ゴ B101  「1.002」 
  太ミン A101  「1.002」 
  ⾒出ゴ MB31  「1.002」 
  ⾒出ミン MA31 「1.002」 
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・モリサワ新バージョンの以下［Pr6N］フォントは全て「2.000」です。 
・モリサワ旧バージョンの［Pr6N］フォント（35 書体） 
  リュウミン（KL） L 「1.002」 
  リュウミン（KL） R 「1.002」 
  リュウミン（KL） M 「1.002」 
  リュウミン（KL） B 「1.002」 
  リュウミン（KL） EB 「1.002 または 1.004」 
  リュウミン（KL） H 「1.002 または 1.004」 
  リュウミン（KL） EH 「1.002 または 1.004」 
  リュウミン（KL） U 「1.002 または 1.004」 
  新ゴ EL 「1.002 または 1.004」 
  新ゴ L 「1.002」 
  新ゴ R 「1.002 または 1.004」 
  新ゴ M 「1.002」 
  新ゴ DB 「1.002 または 1.004」 
  新ゴ B 「1.002」 
  新ゴ H 「1.002 または 1.004」 
  新ゴ U 「1.002 または 1.004」 
  新丸ゴ L 「1.002」 
  新丸ゴ R 「1.002」 
  新丸ゴ M 「1.002」 
  新丸ゴ DB 「1.003」 
  新丸ゴ B 「1.003」 
  新丸ゴ H 「1.003」 
  新丸ゴ U 「1.003」 
  ゴシック MB101 L 「1.002 または 1.004」 
  ゴシック MB101 R 「1.002」 
  ゴシック MB101 M 「1.002」 
  ゴシック MB101 DB 「1.002 または 1.004」 
  ゴシック MB101 B 「1.002」 
  ゴシック MB101 H 「1.002」 
  ゴシック MB101 U 「1.002」 
  中ゴシック BBB 「1.002 または 1.004」 
  太ゴ B101  「1.002」 
  太ミン A101  「1.002」 
  ⾒出ゴ MB31  「1.002」 
  ⾒出ミン MA31 「1.002」 
 
・ヒラギノ新バージョンの以下フォントは「8.10」です。 
・ヒラギノ旧バージョンのフォント（１書体） 
  ヒラギノ明朝 ProN W2  「8.00」 

 
 なお、「1.002 または 1.004」は、2011 年 8 ⽉に実施しました［Pr6N フォント改訂アップデー
タ］が実施済かどうかによります。FontDisk 2011 以降には 1.004 を収録しています。 
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■フォントのバージョン確認方法 
以下⼿順にて、フォントのバージョンを確認いただけます。 

 
〈Mac OS X の場合〉  

OS X の Font Book よりバージョンを確認。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈Windows の場合〉 

Windows\Fonts 内のフォントファイルを以下⼿順の 1．または 2．で確認 
いただけます。 
1．ダブルクリックでサンプル表⽰のバージョンを確認。 
2．右クリックで「プロパティ」を表⽰後「詳細」タブでバージョンを確認。 

 
 


