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アップデートの内容と履歴 
LETS アプリと各コンポーネントは、最新の状態でご使用ください。 

 

■バージョン1.5.3 （Mac） 公開日： 2022年6月7日 

【機能追加・改良】 

・ライセンス有効期間内にも関わらずフォントアンインストーラが起動することがある問題に対応しました。 

・ライセンス関連のログを出力するようにしました。 
 

■バージョン1.5.1 （Mac/Win） 公開日： 2022年2月8日 
【機能追加・改良】 
•軽微な不具合を修正しました。 
•アプリからのお知らせの一部を通知形式としました。 
•[Mac版] OS12（Monterey）に対応しました。 
•[Win版] Windows 11に対応しました。 
 
■フォントインストーラ バージョン3.3.1 （Mac）／バージョン3.1.0（Win） 
公開日： 2022年2月8日 
【機能追加・改良】 
•軽微な不具合を修正しました。 
 
■LETS FontACE バージョン5.4.1（Mac/Win） 公開日： 2022年2月8日 
【機能追加・改良】 
•軽微な不具合を修正しました。 
•[Mac版] OS12 （Monterey）に対応しました。 
•[Mac版] FontACE のダウンロードセンターが非対応となりました。 
•[Win版] Windows 11に対応しました。 
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アップデートの内容と履歴 
LETS アプリと各コンポーネントは、最新の状態でご使用ください。 

 

■バージョン1.3.5（Mac）／ 1.3.4（Win） 公開日：2020 年3 月26日 
【機能追加・改良】 
•YOON LETSに対応しました。 
•LETS アプリメニューに[LETS のお問い合わせ] を追加しました。 
•クレジットお支払い情報をご登録の場合は、ライセンス有効期限のお知らせの表示頻度を少なくしました。 
•新元号通知ダイアログのメッセージを変更しました。 
•アップデート通知ダイアログのメッセージを変更しました。 
•[Mac版] 一部環境にてLETSアプリが不正に終了する問題に対応しました。 
•[Mac版]FontACE の起動速度改善を行いました。 
•[Mac版]フォントアンインストーラにてフォントが削除できない問題に対応しました。 
 

■バージョン1.4.0（Mac/Win）  
※このバージョンは不具合がありましたので現在提供しておりません。公開日：2019 年9 月26日 
【機能追加・改良】 
•LETSフォントの非表示化に対応しました。 
•[Mac版] 一般ユーザーでログインした場合にエラーメッセージを表示しないようにしました。 
 

■バージョン1.3.4（Mac） 公開日：2019 年9 月3日 
【機能追加・改良】 
•64bit対応を行いました。 
 

■バージョン1.3.3（Mac/Win） 公開日：2019 年8 月8日 
【機能追加・改良】 
•白舟書体社フォントのアンインストール方法を更新しました。 
 

■バージョン1.3.2（Mac/Win） 公開日：2019 年7 月3日 
【機能追加・改良】 
•一部のフォントにてアップデートリストが正しく表示されない問題に対応しました。 
•（Macのみ）スタートキットにてLETSアプリをインストールする際、PC 登録名に改行が含まれていた場合に
は、改行を半角スペースに変換するよう変更しました。 
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アップデートの内容と履歴 
LETS アプリと各コンポーネントは、最新の状態でご使用ください。 

 

■フォントインストーラ バージョン3.0.5（Mac/Win） 公開日：2019 年6 月18日 
【機能追加・改良】 
•フォント選択ダイアログにおけるフォントのインストール状態の表示方法を更新しました。 

 
■LETS FontACE バージョン5.2.1（Mac10.6~10.8/Win） 
■LETS FontACE バージョン5.2.2（Mac10.9~） 公開日：2019 年6 月18日 
【機能追加・改良】 
•インストールしているフォントがアップデートされた場合に表示していたお知らせ機能をLETSアプリに統合し
ました。 
•OS Mojave（10.14）の一部の環境で、FontACEが起動できない問題に対応しました。 
 

■バージョン1.3.1（Mac/Win） 公開日：2019 年6 月14日 
【機能追加・改良】 
•インストールしているフォントがアップデートされた場合には、LETSアプリが通知を行うようになりました。 
 
■LETS FontACE バージョン5.2.0（Mac/Win） 公開日：2018 年5 月28日 
【機能追加・改良】 
•昭和書体LETS に対応しました。 
•フォントインストール時に表示される使用許諾を非表示にしました。 
 

■バージョン1.3.0（Mac/Win） 公開日：2019 年5 月27日 
【機能追加・改良】 
•昭和書体LETS に対応しました。 
•（Macのみ）一部の環境で、ライセンスの更新を行なっているにも関わらず、ライセンス有効期限のメッセージ
が表示されていた問題を修正しました。 
•（Winのみ） LETSのツールがセキュリティソフトから警告される問題に対応しました。 
 

■バージョン1.2.5（Mac）／ 1.2.4（Win） 公開日：2019 年5 月15日 
【機能追加・改良】 
•白舟書体社フォントのアンインストールを促すメッセージが表示される頻度を軽減しました。 
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アップデートの内容と履歴 
LETS アプリと各コンポーネントは、最新の状態でご使用ください。 

 

■バージョン1.2.4（Mac） 公開日：2019 年4 月8日 
【機能追加・改良】 
•一部の環境で、管理者権限にも関わらずインストールができない問題に再対応しました。 
•一部の環境にて発生していたLETSアプリがクラッシュする問題に対応しました。 
 

■バージョン1.2.3（Mac） 公開日：2019 年3 月19日 
【機能追加・改良】 
•ネットワークエラーに関する不具合を修正しました。 
 

■バージョン1.2.2（Mac）／ 1.2.3（Win） 
■LETS FontACE バージョン5.1.6（Mac10.9 ～版） 
■フォントアンインストーラ バージョン5.2.0（Mac）／ 5.1.0（Win） 公開日：2019 年3 月15日 
【機能追加・改良】 
•白舟書体社フォントのアンインストール機能を追加しました。 
•macOS Mojave（10.14）の一部の環境で、FontACEが起動できない問題に対応しました。 
•一部の環境で、管理者権限にも関わらずインストールができない問題に対応しました。 
 

■LETS FontACE バージョン5.1.5（Mac10.9 ～版） 
■フォントインストーラ バージョン3.0.4（Mac10.9 ～版） 公開日：2018 年10 月25日 
【機能追加・改良】 
•macOS Mojave（10.14）に対応しました（インストール、アプリケーション動作を確認）。 
•フォントのプレビューが表示されない問題に対応しました。 
•LETS アプリのバージョンの変更はありません。 
 

■LETS FontACE バージョン5.1.5（Win） 
■LETS フォントインストーラ バージョン3.0.3（Win） 公開日：2018 年6 月19日 
【機能追加・改良】 
•表示フォント名が長すぎる場合に、クラッシュする問題を修正しました。 
 

■LETS FontACE バージョン5.1.4（Mac/Win） 公開日：2018 年1 月23日 
【機能追加・改良】 
•最新の「FTT-NPスーラ-DB」「FTT-SPスーラ-DB」フォントに対応しました。 
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アップデートの内容と履歴 
LETS アプリと各コンポーネントは、最新の状態でご使用ください。 

 

■バージョン1.2.1（Mac）／ 1.2.2（Win） 公開日：2017 年12 月12日 
【機能追加・改良】 
•FontACEに2017 年新書体のジャンルを追加しました。 
•[Windows版]バッテリーモードの時に、LETSアプリが起動できなかった問題を修正しました。 
 

■バージョン1.2.1（Mac） 公開日：2017 年10 月18日 
【機能追加・改良】 
•Monotype LETSのTrueTypeフォントインストールに対応しました。 
•FontACEにて、Monotype LETSのフォントインストールに対応しました。 
 
■バージョン1.2.0（Mac/Win） 公開日：2017 年8 月3日 
【機能追加・改良】 
•LETS アプリのUIを一部変更し、より分かり易いメニュー名に変更しました。 
•ライセンス有効期限のダイアログが表示されるタイミングを変更しました。 
•LETS アプリの通信の安定性を向上しました。 
•[Windows版]PCのネットワーク環境が変更された場合に、アンインストーラが起動してしまう問題を修正しま
した。 
•[Windows版]LETS スタートキット起動時に管理者で実行しているにも関わらず、「管理者権限で実行してくだ
さい」と表示される問題を再修正しました。 

 
■バージョン1.1.1（Win） 公開日：2017 年4 月18日 
【機能追加・改良】 
•[Windows版]LETS スタートキット起動時に管理者で実行しているにも関わらず、「管理者権限で実行してくだ
さい」と表示される問題を修正しました。 
 
■バージョン1.1.0（Mac/Win） 公開日：2017 年4 月11日 
•Monotype LETSに対応しました。 
 
■バージョン1.0.0（Mac/Win） 公開日：2017 年4 月3日 
•Mac版とWindows 版をリリースしました。 
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