
アカデミックプラン
タイププロジェクトのアカデミックプランは、学生もしくは教職員のみなさまに、AXIS Font、
AXISラウンド、TP明朝、TPスカイのファミリーを半額でご利用いただけるサービスです。
学校の課題や自主制作はもちろん、卒業などの離籍後もそのままお使いいただけますので、
商用利用も可能です。

ご購入の流れ

お振込確認後、shop@typeproject.com よりフォントダウンロード用のURLをお送りします。
メール受信後、3日以内にダウンロードしてください。5

shop@typeproject.com より、請求書をメール添付でお送りしますので、
指定の銀行にお振込ください。4

https://shop.typeproject.com/entry/kiyaku.php
＊アカデミックプランで購入可能なAXIS Fontは、スタンダード版（StdN）のみとなります。
　プロ版（ProN）はご購入いただけないのでご注意ください。

3

申込書に必要項目をご記入のうえ、下記の ① と ② をメールまたは郵送でお送りください。

① 学校による在籍証明への捺印（または、学校が発行する在籍証明書）のある申込書
② 学生証または教職員証明書のコピー

2

ご利用は、1PCにつき1ライセンスです。
ご購入に際しては、必ず使用許諾契約書をお読みください。

https://shop.typeproject.com/user_data/TPEula.php
1

177-0041 東京都練馬区石神井町 4-11-23
タイププロジェクト株式会社 アカデミックプラン担当 宛

shop@typeproject.com（カラーのPDFを添付してください）
件名に「アカデミックプラン申し込み」とご記入ください

メール

郵送

学生／教職員向け

● タイププロジェクトオンラインショップで新規登録をし、申込書で購入希望にチェックした
フォントの注文手続きをしてください。

● 注文画面の表示では「定価」で表示されますが、申込書を確認後に変更しますので、そのまま
ご注文ください。

● 注文の支払い方法は、必ず「銀行振込」を選択してください。
● また、「その他お問い合わせ」欄に、アカデミックプラン申し込みとご記入ください。

フォント







学校名：  学生  ・  教職員   （どちらかに丸）

学部・学科： コース・所属：

氏名： メールアドレス：

住所： 　　　　　　　　　　　　電話番号：

学校名：  （学校印）

住所： 　　　　　　　　　　　　電話番号：

ベーシック UL 10,180円

ベーシック EL 10,180円

ベーシック L 10,180円

ベーシック R 10,180円

ベーシック M 10,180円

ベーシック B 10,180円

ベーシック H 10,180円

ベーシック  7ウエイトセット 64,150円

コンデンス UL 10,180円

コンデンス EL 10,180円

コンデンス L 10,180円

コンデンス R 10,180円

コンデンス M 10,180円

コンデンス B 10,180円

コンデンス6ウエイトセット 55,000円

コンプレス UL 10,180円

コンプレス EL 10,180円

コンプレス L 10,180円

コンプレス R 10,180円

コンプレス M 10,180円

コンプレス5ウエイトセット 45,850円

タイププロジェクト アカデミックプラン 申込書 年　　　　　月　　　　　日

購入希望フォント（ マークをつけてください）

タイププロジェクト株式会社　〒177-0041 東京都練馬区石神井町4-11-23
タイププロジェクトおよびType Projectロゴ、TP明朝、TPスカイはタイププロジェクト株式会社の日本および
その他の国々における登録商標または商標です。その他の商標はそれぞれ各社の登録商標または商標です。

合計金額 円

上記購入希望者は、本校の学生または教職員であることを証します。

AXIS Font StdN（スタンダード版）

ハイコントラスト EL 10,180円

ハイコントラスト L 10,180円

ハイコントラスト R 10,180円

ハイコントラスト M 10,180円

ハイコントラスト B 10,180円

ハイコントラスト H 10,180円

ハイコントラスト  6ウエイトセット 55,000円

ミドルコントラスト EL 10,180円

ミドルコントラスト L 10,180円

ミドルコントラスト R 10,180円

ミドルコントラスト M 10,180円

ミドルコントラスト B 10,180円

ミドルコントラスト H 10,180円

ミドルコントラスト  6ウエイトセット 55,000円

ローコントラスト EL 10,180円

ローコントラスト L 10,180円

ローコントラスト R 10,180円

ローコントラスト M 10,180円

ローコントラスト B 10,180円

ローコントラスト H 10,180円

ローコントラスト  6ウエイトセット 55,000円

TP明朝 StdN（スタンダード版）

ハイコントラスト EL 10,180円

ハイコントラスト L 10,180円

ハイコントラスト R 10,180円

ハイコントラスト M 10,180円

ハイコントラスト B 10,180円

ハイコントラスト  5ウエイトセット 45,850円

ミドルコントラスト EL 10,180円

ミドルコントラスト L 10,180円

ミドルコントラスト R 10,180円

ミドルコントラスト M 10,180円

ミドルコントラスト B 10,180円

ミドルコントラスト  5ウエイトセット 45,850円

ローコントラスト EL 10,180円

ローコントラスト L 10,180円

ローコントラスト R 10,180円

ローコントラスト M 10,180円

ローコントラスト B 10,180円

ローコントラスト  5ウエイトセット 45,850円

TPスカイ StdN（スタンダード版）

ラウンド 50 UL 10,180円

ラウンド 50 EL 10,180円

ラウンド 50 L 10,180円

ラウンド 50 R 10,180円

ラウンド 50 M 10,180円

ラウンド 50 B 10,180円

ラウンド 50 H 10,180円

ラウンド 50  7ウエイトセット 64,150円

ラウンド100 UL 10,180円

ラウンド100 EL 10,180円

ラウンド100 L 10,180円

ラウンド100 R 10,180円

ラウンド100 M 10,180円

ラウンド100 B 10,180円

ラウンド100 H 10,180円

ラウンド100  7ウエイトセット 64,150円

AXISラウンド StdN（スタンダード版）
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