9.1

概要

対応言語一覧
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V9 シリーズで設定するフォントの種類と対応⾔語は以下になります。
対応⾔語

フォント設定 *1
TrueType フォント

⽇本語ゴシック TTF

⽇本語、英語

⽇本語明朝 TTF
英語 / ⻄欧ゴシック TTF

ビットマップフォント

対応⽂字
JIS 第 1 〜第 4 ⽔準 ＋
ANK コード

備考
8794 表⽰不可

英語 / ⻄欧明朝 TTF

英語、アイスランド語、アイルランド語、 ISO-8859-1: Latin1
イタリア語、オランダ語、スペイン語、
（拡張 ASCII コード）
デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、
ポルトガル語、フィンランド語、フェロー
語、フランス語、スウェーデン語

中国語 ( 繁体字 )TTF

中国語（繁体字）、英語

BIG5 コード（A141 〜 F9FE）
＋ ASCII コード

A344 〜 A373
表⽰不可

中国語 ( 簡体字 )TTF

中国語（簡体字）、英語

GB2312 コード（A1A1 〜
F7FE）＋ ASCII コード

A021 〜 A07E
A6A1 〜 A6B8
A6C1 〜 A6D8
A7A1 〜 A7C0
A7D1 〜 A7F1
A8BB、A8BD、
A8BE、A8C0
表⽰不可
A2E6 、A2E7
表⽰不可

韓国語 TTF

ハングル語、英語

KS コード（A1A1 〜 FDFE）
＋ ASCII コード

中央ヨーロッパ TTF

クロアチア語、チェコ語、ハンガリー語、
ポーランド語、ルーマニア語、
スロバキア語、スロベニア語、
フルバツキ（クロアチア）語

CP1250 コード

キリル⾔語 TTF

ロシア語、ウクライナ語、ブルガリア語、
カザフスタン語、ウズベキスタン語、
アゼルバイジャン語

CP1251 コード

ギリシャ語 TTF

ギリシャ語

CP1253 コード

トルコ語 TTF

トルコ語

CP1254 コード

バルト⾔語 TTF

エストニア語、ラトビア語、リトアニア語

CP1257 コード

⽇本語

⽇本語、英語

JIS 第 1、第 2 ⽔準＋
ANK コード

⽇本語 32
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JIS 第 1 ⽔準＋ ANK コード

英語 / ⻄欧

英語、アイスランド語、アイルランド語、 ISO-8859-1: Latin1
イタリア語、オランダ語、スペイン語、
（拡張 ASCII コード）
デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、
ポルトガル語、フィンランド語、フェロー
語、フランス語、スウェーデン語

中国語（繁体字）

中国語（繁体字）
、英語

BIG5 コード（A141 〜 C67E）
＋ ASCII コード

中国語（簡体字）

中国語（簡体字）
、英語

GB2312 コード（A1A1 〜
FEFE）＋ ASCII コード

韓国語

ハングル語、英語

KS コード（A1A2 〜 C8FE）+
ASCII コード

中央ヨーロッパ⾔語

クロアチア語、チェコ語、ハンガリー語、 CP1250 コード
ポーランド語、ルーマニア語、
ISO コード
スロバキア語、スロベニア語、
（ISO-8859-2 Latin2）*2
フルバツキ（クロアチア）語

キリル⾔語

ロシア語、ウクライナ語、ブルガリア語、
カザフスタン語、ウズベキスタン語、
アゼルバイジャン語

ギリシャ語
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ギリシャ語
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7

CP1251 コード
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ISO コード
（ISO-8859-5 Latin5）*2
CP1253 コード
ISO コード
（ISO-8859-7 Latin7）*2

トルコ語

トルコ語

CP1254 コード
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ISO コード
（ISO-8859-9 Latin9）*2
バルト⾔語

エストニア語、ラトビア語、リトアニア語

CP1257 コード
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言語切換
対応⾔語

フォント設定 *1
ゴシックフォント

ストロークフォント

対応⽂字

ゴシック

⽇本語、英語

JIS 第 1 ⽔準＋第 2 ⽔準＋
ANK コード

ゴシック（IBM 拡張）

⽇本語、英語

JIS 第 1 ⽔準＋第 2 ⽔準＋ IBM
拡張コード（FA40 〜 FC4B）
＋ ANK コード

英語 / ⻄欧

ゴシック

英語 / ⻄欧

明朝

英語、アイスランド語、アイルランド語、 ISO-8859-1: Latin1
イタリア語、オランダ語、スウェーデン
（拡張 ASCII コード）
語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ
語、ノルウェー語、ポルトガル語、フィン
ランド語、フェロー語、フランス語

⽇本語ストローク

⽇本語、英語

JIS X 0201
JIS X 0208
NEC 特殊
IBM 拡張
NEC 選定 IBM 拡張

英語 / ⻄欧ストローク

英語、アイスランド語、アイルランド語、
イタリア語、オランダ語、、スウェーデン
語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ
語、ノルウェー語、ポルトガル語、フィン
ランド語、フェロー語、フランス語

CP1252 コード

中国語（繁体字）ストローク

中国語（繁体字）、英語

BIG5 コード（A141 〜 F9FE）
＋ ASCII コード

中国語（簡体字）ストローク

中国語（簡体字）、英語

GB2312 コード（A1A1 〜
F7FE）＋ ASCII コード

韓国語ストローク

ハングル語、英語

KS コード（A1A1 〜 FDFE）
+ASCII コード

中央ヨーロッパストローク

クロアチア語、チェコ語、ハンガリー語、
ポーランド語、ルーマニア語、
スロバキア語、スロベニア語、
フルバツキ（クロアチア）語

CP1250 コード

キリル⾔語ストローク

ロシア語、ウクライナ語、ブルガリア語、
カザフスタン語、ウズベキスタン語、
アゼルバイジャン語

CP1251 コード

ギリシャ語ストローク

ギリシャ語

CP1253 コード

トルコ語ストローク

トルコ語

CP1254 コード

バルト⾔語ストローク

エストニア語、ラトビア語、リトアニア語

CP1257 コード

備考

*1 各フォントを混在して設定することはできません。
*2 ［システム設定］→［フォント設定］の［フォント］で上記該当フォント選択時に［ISO コード］のチェックを付けてください。
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