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OS 搭載の游書体について
Windows/macOS 搭載の游書体と弊社製品版游書体との互換性はありません。
弊社製品版游書体との相違点やフォント名、文字セットの詳細につきましては本資料をご覧ください。

◆OS搭載の游書体と弊社製品版游書体との相違点..................................................................................... 2

◆Windows.10 搭載游書体のフォント名....................................................................................................... 3

◆macOS 搭載游書体のフォント名................................................................................................................ 4–6



有限会社字游工房
2020-11-02

2

項　目 游書体ライブラリーフォント Windows.10（バージョン.1903.以降）搭載フォント macOS.Catalina.搭載フォント

フォント名

游ゴシック体.Pr6N.L.*1 游ゴシック.Light —

游ゴシック体.Pr6N.R.*1 游ゴシック.Regular —

游ゴシック体.Pr6N.M.*1 游ゴシック.Medium 游ゴシック体.ミディアム

游ゴシック体.Pr6N.B.*1 游ゴシック.Bold 游ゴシック体.ボールド

游明朝体.Pr6N.L.*1 游明朝.Light —

游明朝体.Pr6N.R.*1 游明朝.Regular —

游明朝体.Pr6N.M.*1 — 游明朝体.ミディアム

— — 游明朝体+36 ポかな.ミディアム

游明朝体.Pr6N.D.*1 游明朝.Demibold 游明朝体.デミボールド

— — 游明朝体+36 ポかな.デミボールド

游明朝体.StdN.E.*2 — 游明朝体.エクストラボールド

— — 游明朝体+36 ポかな.エクストラボールド

游教科書体.New.M.*3 — 游教科書体.ミディアム

游教科書体.New.横用.M.*3 — 游教科書体.横用.ミディアム

游教科書体.New.B.*3 — 游教科書体.ボールド

游教科書体.New.横用.B.*3 — 游教科書体.横用.ボールド

文字セット
*1.Adobe-Japan1-7（Pr6N）
*2.Adobe-Japan1-3.（StdN）
*3.Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット

游ゴシック：.
Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）＋.追加文字（381 字）

游明朝：.
Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）

游書体ライブラリーフォントと同一

フォントファイル OTFフォントファイル（.otf）

游ゴシック：
游ゴシックと Yu.Gothic.UI をウェイト毎にまとめた TTCフォントファイル（.ttc）

游明朝：
TrueType フォントファイル（.ttf)

游ゴシック体：
OTFフォントファイル（.otf）

游明朝体：
游明朝体と 36ポかなをまとめたOTCフォントファイル（.ttc）

游教科書体：
游教科書体と游教科書体.横用をまとめたOTCフォントファイル（.ttc）

Unicode 関連 U+005C（バックスラッシュ）.は、.円記号（¥）が表示されます 游書体ライブラリーフォントと同一

デザイン互換 欧文のアクセント位置を低くするデザイン変更をしています。文字幅には影響あ
りません 游書体ライブラリーフォントと同一

改行幅 改行幅が游書体ライブラリーフォントより小さく設定されます hhea テーブルに設定された改行幅の違いにより、游書体ライブラリーフォン
トより小さく設定されます

OS 搭載の游書体と弊社製品版游書体との相違点
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ファイル名
フォントフォルダ内での名称 フォント名

Microsoft.Office のフォント選択 文字セット
フォント名 フォントスタイル 日本語フォント名 欧文フォント名

游
ゴ
シ
ッ
ク
体

YuGothR.ttc

游ゴシック 游ゴシック.標準 游ゴシック.Regular Yu.Gothic.Regular 游ゴシック Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）＋.追加文字（381 字）

Yu.Gothic.UI Yu.Gothic.UI.中細 定義無し Yu.Gothic.UI.Semilight Yu.Gothic.UI.Semilight
游ゴシックのラテン文字・キリル文字・ギリシャ文字をMicrosoft 所有
書体（Segoe.UI.Semilight）に置き換え、仮名・括弧類・句読点をUI 用
（プロポーショナル字幅）に置き換えた書体

YuGothL.ttc

游ゴシック 游ゴシック.細字 游ゴシック.Light Yu.Gothic.Light 游ゴシック.Light Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）＋.追加文字（381 字）

Yu.Gothic.UI Yu.Gothic.UI.細字 定義無し Yu.Gothic.UI.Light Yu.Gothic.UI.Light
游ゴシックのラテン文字・キリル文字・ギリシャ文字をMicrosoft 所有
書体（Segoe.UI.Light）に置き換え、仮名・括弧類・句読点をUI 用（プ
ロポーショナル字幅）に置き換えた書体

YuGothM.ttc

游ゴシック 游ゴシック.中 游ゴシック.Medium Yu.Gothic.Medium 游ゴシック.Medium Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）＋.追加文字（381 字）

Yu.Gothic.UI Yu.Gothic.UI.標準 定義無し Yu.Gothic.UI.Regular Yu.Gothic.UI
游ゴシックのラテン文字・キリル文字・ギリシャ文字をMicrosoft 所有
書体（Segoe.UI.Regular）に置き換え、仮名・括弧類・句読点をUI 用（プ
ロポーショナル字幅）に置き換えた書体

YuGothB.ttc

游ゴシック 游ゴシック.太字 游ゴシック.Bold Yu.Gothic.Bold 游ゴシック.+.B（太字）ボタン Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）＋.追加文字（381 字）

Yu.Gothic.UI Yu.Gothic.UI.中太 定義無し Yu.Gothic.UI.Semibold Yu.Gothic.UI.Semibold
游ゴシックのラテン文字・キリル文字・ギリシャ文字をMicrosoft 所有
書体（Segoe.UI.Semibold）に置き換え、仮名・括弧類・句読点をUI 用
（プロポーショナル字幅）に置き換えた書体

Yu.Gothic.UI Yu.Gothic.UI.太字 定義無し Yu.Gothic.UI.Bold Yu.Gothic.UI.+.B（太字）ボタン
游ゴシックのラテン文字・キリル文字・ギリシャ文字をMicrosoft 所有
書体（Segoe.UI.Semibold）に置き換え、仮名・括弧類・句読点をUI 用
（プロポーショナル字幅）に置き換えた書体

游
明
朝
体

yumin.ttf 游明朝 游明朝.標準 游明朝.Regular Yu.Mincho.Regular 游明朝.Regular Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）

yuminl.ttf 游明朝 游明朝.細字 游明朝.Light Yu.Mincho.Light 游明朝.Light Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）

yumindb.ttf 游明朝 游明朝.中太 游明朝.Demibold Yu.Mincho.Demibold 游明朝.Demibold Adobe-Japan1-7.+.MS 互換文字（283 字）

Windows.10 搭載游書体のフォント名
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OS ファイル名
Font.Book での名称 フォントパネル表示

文字セット
フォント名 フォントスタイル ファミリー 書体

Catalina

YuMincho.ttc

游明朝体

ミディアム

游明朝体

ミディアム
Adobe-Japan1-7（Pr6N）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-7（Pr6N）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

エクストラボールド エクストラボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム
Adobe-Japan1-7（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-7（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

エクストラボールド エクストラボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

YuGothic-Medium.otf 游ゴシック体 ミディアム 游ゴシック体 ミディアム Adobe-Japan1-7（Pr6N）.

YuGothic-Bold.otf 游ゴシック体 ボールド 游ゴシック体 ボールド Adobe-Japan1-7（Pr6N）

Kyokasho.ttc

游教科書体

ミディアム

游教科書体

ミディアム
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

ボールド ボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

游教科書体.横用

ミディアム

游教科書体.横用

ミディアム
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
游教科書体の仮名を横組用のデザインの仮名に置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

ボールド ボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
游教科書体の仮名を横組用のデザインの仮名に置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

macOS 搭載游書体のフォント名 ＊macOS搭載フォントは Font.Book からダウンロードすることで有効になります。詳しくは Apple のサポートページをご覧ください

https://support.apple.com/ja-jp/HT210192#download
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OS ファイル名
Font.Book での名称 フォントパネル表示

文字セット
フォント名 フォントスタイル ファミリー 書体

Sierra,.High.Sierra,.M
ojave

YuMincho.ttc

游明朝体

ミディアム

游明朝体

ミディアム
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

エクストラボールド エクストラボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

エクストラボールド エクストラボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
6書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

YuGothic-Medium.otf 游ゴシック体 ミディアム 游ゴシック体 ミディアム Adobe-Japan1-6（Pr6N）

YuGothic-Bold.otf 游ゴシック体 ボールド 游ゴシック体 ボールド Adobe-Japan1-6（Pr6N）

Kyokasho.ttc

游教科書体

ミディアム

游教科書体

ミディアム
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

ボールド ボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

游教科書体.横用

ミディアム

游教科書体.横用

ミディアム
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
游教科書体の仮名を横組用のデザインの仮名に置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

ボールド ボールド
Adobe-Japan1-3（StdN）ベースのオリジナル文字セット
游教科書体の仮名を横組用のデザインの仮名に置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

macOS 搭載游書体のフォント名
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OS ファイル名
Font.Book での名称 フォントパネル表示

文字セット
フォント名 フォントスタイル ファミリー 書体

El.Capitan

YuMincho.ttc

游明朝体

ミディアム

游明朝体

ミディアム
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム

游明朝体＋ 36ポかな

ミディアム
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

デミボールド デミボールド
Adobe-Japan1-6（Pr6N）
游明朝体の仮名を游明朝体 36ポかなに置き換えた書体
4書体をまとめたフォントファイル形式で搭載

YuGo-Medium.otf 游ゴシック体 ミディアム 游ゴシック体 ミディアム Adobe-Japan1-6（Pr6N）

YuGo-Bold.otf 游ゴシック体 ボールド 游ゴシック体 ボールド Adobe-Japan1-6（Pr6N）

M
avericks,.Yosem

ite

YuMin-Medium.otf 游明朝体 ミディアム 游明朝体 ミディアム Adobe-Japan1-6（Pr6N）

YuMin-Demibold.otf 游明朝体 デミボールド 游明朝体 デミボールド Adobe-Japan1-6（Pr6N）

YuGo-Medium.otf 游ゴシック体 ミディアム 游ゴシック体 ミディアム Adobe-Japan1-6（Pr6N）

YuGo-Bold.otf 游ゴシック体 ボールド 游ゴシック体 ボールド Adobe-Japan1-6（Pr6N）

macOS 搭載游書体のフォント名

文中に記載されている、会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
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