TP国立公園明朝／TP JPN National Parks Mincho

SPECIMEN

Aso Kuju
L 116 pt, 79 pt, 51 pt

National Park

阿蘇くじゅう国立公園

Aso Kuju
R 116 pt, 79 pt, 51 pt

National Park

阿蘇くじゅう国立公園

TP国立公園明朝 L／TP JPN National Parks Mincho L
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38 pt

阿寒摩周国立公園
Akan-Mashu National Park
14 pt

TP 国立公園明朝は、環境省により 2016 年にスタートした「国立公園満喫プロ
ジェクト」の一環として開発が始まりました。より強力に国立公園のブランデ
ィングを推進するため、国立公園統一マークとともに、国立公園の標識整備や
パンフレット等に使用されるフォントを統一することを目的としています。
TP JPN National Parks Mincho was developed as part of the Project
to Fully Enjoy National Parks, launched in 2016 by the Ministry of
the Environment. The purpose is to make consistent the fonts used
in National Park information signs and brochures, as well as on the
National Parks logo in use nationwide, so as to further reinforce the
branding of National Parks.

9 pt

「日本の国立公園らしい品格や風合いを持ちつ
つ、看板等に使用した際の視認性を確保する」
という、環境省からの要望を元に提供した TP
国立公園明朝は、現代的な骨格を持ったスラブ
セリフフォントです。スラブセリフフォントと
は、セリフ部分が直線的で、縦横のストローク
とセリフの太さの差が小さい書体です。TP 国立

TP JPN National Parks Mincho is a slab serif typeface font
based on a contemporary structure, delivered based on a
request from the Ministry of the Environment to “ensure
legibility of signboard lettering, etc., while conveying the
dignity and character of Japan’s National Parks.” A “slab
serif typeface font” is a font in which the serifs (small lines
or strokes attached to the ends of larger strokes) are linear,
and there is little difference in thickness between the larger

公園明朝の和文部には TP 明朝のローコントラ

vertical and horizontal strokes and the serifs (i.e. low contrast).

ストを採用し、欧文を新たに開発しました。

We developed the Japanese TP JPN National Parks Mincho
font, adapting TP Mincho’s low contrast and developing a
new version for Latin-alphabet languages.

TP国立公園明朝 L／TP JPN National Parks Mincho L
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オリジナル欧文／Original Characters 32 pt
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TP国立公園明朝 R／TP JPN National Parks Mincho R
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38 pt

阿寒摩周国立公園
Akan-Mashu National Park
14 pt

TP 国立公園明朝は、環境省により 2016 年にスタートした「国立公園満喫プロ
ジェクト」の一環として開発が始まりました。より強力に国立公園のブランデ
ィングを推進するため、国立公園統一マークとともに、国立公園の標識整備や
パンフレット等に使用されるフォントを統一することを目的としています。
TP JPN National Parks Mincho was developed as part of the Project
to Fully Enjoy National Parks, launched in 2016 by the Ministry of
the Environment. The purpose is to make consistent the fonts used
in National Park information signs and brochures, as well as on the
National Parks logo in use nationwide, so as to further reinforce the
branding of National Parks.

9 pt

「日本の国立公園らしい品格や風合いを持ちつ
つ、看板等に使用した際の視認性を確保する」
という、環境省からの要望を元に提供した TP
国立公園明朝は、現代的な骨格を持ったスラブ
セリフフォントです。スラブセリフフォントと
は、セリフ部分が直線的で、縦横のストローク
とセリフの太さの差が小さい書体です。TP 国立

TP JPN National Parks Mincho is a slab serif typeface font
based on a contemporary structure, delivered based on a
request from the Ministry of the Environment to “ensure
legibility of signboard lettering, etc., while conveying the
dignity and character of Japan’s National Parks.” A “slab
serif typeface font” is a font in which the serifs (small
lines or strokes attached to the ends of larger strokes) are
linear, and there is little difference in thickness between

公園明朝の和文部には TP 明朝のローコントラ

the larger vertical and horizontal strokes and the serifs (i.e.

ストを採用し、欧文を新たに開発しました。

low contrast). We developed the Japanese TP JPN National
Parks Mincho font, adapting TP Mincho’s low contrast and
developing a new version for Latin-alphabet languages.
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オリジナル欧文／Original Characters 32 pt
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