勢蓮明朝仮名 Classic OT EL
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT EL

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
ア
！

17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT EL

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT L
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT L

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
ア
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT L

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT R
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT R

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT R

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT M
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT M

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT M

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT DB
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT DB

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT DB

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT B
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT B

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒
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発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT H
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT H

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT H
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発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

勢蓮明朝仮名 Classic OT U
REN FONT/ タイポグラフィクス蓮

120pt

勢蓮明朝仮名

Classic OT U

ふたりは︑ていしゃばのまえの︑すいしょうざいくやうに

みえるぎんなんのきにかこまれた︑ちいさなひろばにでま

した︒そこからはばのひろいみちが︑まっすぐにぎんがの

せいこうのなかへとおってゐました︒さきにおりたひとた

ちは︑もうどこへいったかひとりもみえませんでした︒

ふたりがそのしろいみちを︑かたをならべていますと︑

ふたりはいちどにはねあがっ
てドアをとびだしてかいさつ
ぐちへかけていきました︒
ところがかいさつぐちには︑
あかるいムラサキがかったで

12pt / 18pt / 25pt

ふたりは

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすず
せぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴ
ふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろ
ゎわゐゑをんァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ
サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノ
ハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨ
ラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
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でんとうが︑ひとつついているばかり︑
だれもいませんでした︒そこらじゅうを
みても︑えきいんやあかぼうらしいひと
の︑かげもなかったのです︒

あ
ア
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17pt

勢蓮明朝仮名 Classic OT U

70pt

発売元︓スキルインフォメーションズ株式会社

