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ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。ひらがなはしつこくうねるようなストロﾝクを持ち、
NPG
カタカナはかつての一部の活字にみられた斜めの折り返し部分を丸める処理しています。
しかし現代のテキストに整合するように骨格はかなりの割合で改められていてスッキリと読みやすいものとなっています。

かつて設計に携わったゴシック体の後産ということで
︿胞衣﹀
と名付けられました。
独特の趣があり、見出しやリﾝド文での使用が想定されています。

ヱ

︿ NPG
ヱナ﹀
は、デザイナﾝ山田和寛にとって
二番目の書体として制作されたゴシック体の仮名フﾕントです。
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ひらがなはしつこくうねるようなストロークを持ち、カタカナはかつての一部の活字にみられた
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斜めの折り返し部分を丸める処理しています。しかし現代のテキストに整合するように

斜の折返部分丸処理現代のに整合ように

骨格はかなりの割合で改められていてスッキリと読みやすいものとなっています。
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ジョバンニはこまって、

NPG ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。
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「NPG ヱナ W100」と「たづがね角ゴシック Thin」との混植

わけもないというふうで、

ちいさなねずみいろの

きっぷをだしました。
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ジョバンニは、
すっかり

もしかうわぎのポケットにでも、

はいっていたかとおもいながら、

てをいれてみましたら、

なにかおおきなたたんだ

かみきれにあたりました。
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「NPG ヱナ W200」と「凸版文久ゴシック R」との混植
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NPG ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。
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ひらがなはしつこくうねるようなストロークを持ち、カタカナはかつての一部の活字にみられた
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斜めの折り返し部分を丸める処理しています。しかし現代のテキストに整合するように
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骨格はかなりの割合で改められていてスッキリと読みやすいものとなっています。

骨格はかなりの割合で改められていてスッキリと読みやすいものとなっています。
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NPG ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。
ひらがなはしつこくうねるようなストロークを持ち、カタカナはかつての一部の活字にみられた
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NPG ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。
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11
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NPG ヱナは古い金属活字にみられるデザインの特徴を取り入れています。
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そしてジョバンニはすぐうしろの天 気 輪の柱がいつかぼ
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NPG ヱナ Kn1｜ Specimen Book

070

nipponia ｜ NPG ヱナ｜ Specimen Book
15

になり、濃い鋼青のそらの野原にたちました。いま新ら

060

         
         
        

になり、濃い鋼青のそらの野原にたちました。いま新ら

ロシpalt/

         
         
         

になり、濃い鋼青のそらの野原にたちました。いま新ら

OpenType 機能

  
  
  
080

合字dlig
等幅半角字形hwid等
幅全角字形fwid
縦組用字形vert

縦組用回転字形vrt2

050

         
         

しく灼いたばかりの青い鋼の板のような、そらの野原に、

OpenType

 

6
5






しく灼いたばかりの青い鋼の板のような、そらの野原に、

フマ

         
         

しく灼いたばかりの青い鋼の板のような、そらの野原に、

2018年1月15日

      
      
      

まっすぐにすきっと立ったのです。

初版Ver. 1.000

040



まっすぐにすきっと立ったのです。

このには全角幅のアフ類よ数字は収

まっすぐにすきっと立ったのです。

030

         
         
山田和寛

         
         
         
vpalンkern/vkrn
任意の

020

nipponia



4
000

3

Kn1

         
         


9
2

文字

010

nipponia Kana Standard-1389文字

8
7
1

W100 / W200 / W300 / W400 / W500
W600 / W700 / W800 / W9009種

0



ロシ幅

NPG 

録さんアフ類よ数字は
名称

全字種389文字
nipponia Kana Standard-1

NPG ヱナ Kn1｜スペック

バドニッツ、
ピンチョン、
ミル
ハウザー、
ダイベック、
ユアグ
ロー、
クーヴァー、
イシグロ
だざい、
みやざわ、
むらか
み、
みしま、
むろう、
あくた
がわ、
なつめ、
さかぐち、
よ

