
1.the名字：名字辞書(Windows版、Mac版)概要

多くの場合「フリガナ」が解っている場合殆どですが標準辞書が専用ではないので

変換されない場合、読み方をあれこれ入力したり部首引きを使用してさがします。

名苗名：名字地名辞書を追加すればＩＭＥの種類に関係なく変換されます。

フリガナ&〒 名苗名：名字辞書 ことえりM1 ATOK TeckV31 GoogleIME(W&M) MS-IME2012

ありよし 有 変換不可 ← ← ←
いらいしさま 白石様 依頼士さま 依頼し様 依頼師様 依頼し様
かちやすさま 河千泰様 かちやす様 勝ちやすさ真 価値安様 価値安様
いのまえさま 阿様 胃の前様 胃の前様 いの前様 井前様
やまざき 山岬 変換不可 ← ← ←
しばこや 柴小谷 柴子や 柴/小屋 柴小屋 柴小屋

たてしょうじ 立小路 盾小女 竪障子 縦商事 楯/商事
7800947 南国市大埇甲 南国市大そね甲 ← ← ←
5061100 岐阜県飛驒市 岐阜県飛騨市 ← ← ←
4460003 ← ← ←

7038247 岡山市穝東町 岡山市さい東町 ← ← ←
上記サンプル文字はJIS2004フォントで使用できます。PC / スマートフォン / タブレット

第１水準～第４水準までサポートしています。 ※サロゲートペア領域含む。

宛名・年賀状・封筒等の印刷には『はがき作家Professiona 1,980円(税込)』をお勧め致します。

※宛名書きが行書に固定されている製品や一部JIS2004に未対応の場合がございます。

※Mac OS big surは今現在は一括辞書登録未対応です。

※the名字辞書Excel-365版Apple等を用意しています。

Win対応製品 OS及びIMEのバージョン

名苗名：名字地名辞書 for Win MS-IME2012 Windows 8/8.1/10

名苗名：名字地名辞書 for Win MS-IME2002/2003 Windows 7

名苗名：名字地名辞書 for Win ATOK Teck Ver.31 Windows 8/8.1/10

名苗名：名字地名辞書 for Win ATOK2019以降 Windows 8/8.1/10

名苗名：名字地名辞書 for Win Google IME Windows 7/8/8.1/10

Apple対応製品

名苗名：名字地名辞書 for Mac ATOK Teck Ver.31 MacOS Catalina(10.15)以降

名苗名：名字地名辞書 for Mac ATOK2017 Mac版 ATOK2017が動作するOS

名苗名：名字地名辞書 for Mac Google IME Mac版 GoogleIMEが動作するOS

販売価格各製品とも ￥８,８００(税込)
※一製品に付１台のみインストールを許諾します

※基本ダウンロード販売となります。 。

ＰＣで一番使用されている日本語変換ソフト(IME)は
マイクロソフトのMS-IMEシリーズです。
残念ながら収録されている｢名字｣は約12,000件です。
およそ14万件の名字がありますがとても実用的では
ありません。※外字は除きます。

Ｂ
販売・開発

https://b-plus.sakura.ne.jp/
ビープラス



この度『JIS90字形Font Ver.2 with JIS2004字形』が発売になりしました。
新たに『JIS2004字形Font with JIS90字形』新発売

１．JIS2004字形文字を同一フォント内に収録いたしました。JIS90字形もJIS2004字形の区別なく
ご利用できるようになりました。横書きは勿論縦書きにも配慮しています。
※一部旧仕様のアプリでは表示が出来ない場合がございます。

２．Win & Mac各ＩＭＥに単語登録・変換も可能です。
住所や氏名のフォント指定または印刷時に指定すれば
正確な文字になります。㋡などは訂正が必要です。

BP明 朝 体J90-2004指定→㋡飾区・葛城市/㎁口・樋口
BPゴシックJ90-2004指定→㋡飾区・葛城市/㎁口・樋口
BP楷 書 体J90-2004指定→㋡飾区・葛城市/㎁口・樋口

Ｍａｃ版も用意しました。Win & MacエクセルやLibreOfficeでは
データの互換性があります。

３．購入予定の方で自分の名字または名前の文字がＰＣに無い場合は
有償で追加オーダーサービス可。各書体毎に5,500円プラス

ＢＢＢもフォントに収録しているので文字色等は自在です。

オーダーサービス例
【禁句のハンコ】

つづ
づ

JIS90字形Font Ver.2 with JIS2004字形 Ｎｅｗ JIS２００４字形Font with JIS９０字形

① BP明 朝 体J90-2004 ￥６,６００ ⑤ BP明 朝 体2004-90 ￥６,６００
② BPゴシックJ90-2004 ￥６,６００ ⑥ BPゴシック2004-90 ￥６,６００
③ ①明朝と②ゴシックset ￥１１,０００ ⑦ ⑤明朝と⑥ゴシックset ￥１１,０００
④ BP楷 書 体J90-2004 ￥１１,０００ ⑧ BP楷 書 体2004-90 ￥１１,０００

※各Windows版とMac版がございます。
TrueTypeフォントです。ダウンロード販売Ｂ 販売・開発 ビープラス

https://b-plus.sakura.ne.jp/

フォントなので文字
サイズ加工も可能。





JIS90字形Font Ver.2 with JIS2004(明朝／ゴシック)

＋JIS90特別版・名苗名：名字電子辞書Excel版※単品販売無し

※フォント指定を先に指定すれば現在ご使用中のＩＭＥでそのままJIS90字形で表示されます。後指定可

JIS90Font Special 販売価格

JIS90Font Special(Windows)

JIS90Font Special(Mac)

JIS90Font Special(iPad/iPhone)* 各19,800円

※JIS90Font Ver.2 with 楷書体は別途購入が必要です。複数台のコンピュータにインストールは出来ません。

＊ JIS90Font Special(iPad/iPhone)を使用する場合はDocments/Fontcase*が必要です。

※Docments/FontcaseはApp Storeで無料で入手・ご使用できます。

１ ９ ,８ ００円 (税込)

youtube

https://youtu.be/7B53wcnX4cs/

Ｂ 販売・開発 ビープラス
https://b-plus.sakura.ne.jp/



Windows / Android

the名苗名：名字電子辞書Excel-365版Win Win / Android対応

the名苗名：名字電子辞書OpenOffice/Libre版Win Win

Apple対応製品

the名苗名：名字電子辞書Excel-365版Apple Mac/iPad/iPhone対応

the名苗名：名字電子辞書Numbers版 Mac/iPad/iPhone対応

the名苗名：名字電子辞書OpenOffice/Libre版Apple Mac対応

Google Spredsheets対応品(Web Only)

Win / Apple / googlebook / etc

販売価格各製品とも ￥８,８００(税込)
※一製品に付１台のみインストールを許諾します。

※検索後等に複数行のコピー＆ペーストは禁止です。

サーバー等で複数ご使用になる場合はライセンスパックをご契約ください。

フリガナ・漢字を知りたい場合があります。
※読めても出ない等

『こうの』のフリガナに該当する名字は５０種類ありますが漢字の
部分はデフォルトで３６ポイントに設定だからとても見やすいです。
表計算ソフトなら自在に大きさを即座に変更できます。
タブレットならお客様に確認して貰うこともできます。
最新のスマホでも秒で検索可。

エクセルを持っていない場合はフリーソフトのOpenOffice/Libreに
対応版も用意しました。Apple版もご用意しています。
ＰＣをご使用の場合は『名苗名：名字地名辞書』シリーズとセットで
ご使用になればより強力になります。

販売・開発 ビープラス
https://b-plus.sakura.ne.jp/

Ｂ


