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ファイル fairu File
編集 henshou Edit
オブジェクト obujekuto Object
書式 shoshiki Type
選択 sentaku Select
効果 kouka Effect
表示 hyuuji View
ウィンドウ uindou Window
ヘルプ herupu Help
選択なし sentaku nashi No Selection
線 sen Stroke
均等 kintou Uniform
丸筆 marufude Round
不透明度 futoumeido Opacity
スタイル sutairu Style
ドキュメント設定 dokyumento settei Document Setup
環境設定 kankyou settei Preferences
名称未設定 meishou misettei Untitled-1
プレビュー purebyuu Preview
カラー karaa Color

JP Romaji ENG
新規... shinki... New...
テンプレートから新規... tenpureetokarashinki… New from Template...
開く... hiraku... Open...
最近使用したファイルを開く saikin shiyou shita fairu wo hiraku Open Recent Files
Bridge で参照... Bridge de sanshou… Browse in Bridge...
閉じる tojiru Close
保存 hozon Save
別名で保存... betsumei de hozon... Save as...
複製を保存... fukusei wo hozon... Save as a Copy...
テンプレートとして保存... tenpureeto toshite hozon... Save as Template...
Web 用に保存... Web you ni hozon... Save for Web...
選択したスライスを保存... sentaku shita suraisu wo hozon... Save Selected Slices...
復帰 fukki Revert
配置... haichi... Place...
Microｓoft Office 用に保存... Microsoft Office you ni hozon... Save for Microsoft Office...
書き出し... kakidashi... Export...
Behance への公開... Behance he no koukai... Share on Behance...
パッケージ... pakkeeji... Package...
スクリプト sukuriputo Scripts
ドキュメント設定... dokyumento settei... Document Setup...
ドキュメントのカラーモード dokyumento no karaamoodo Document Color Mode
ファイル情報... fairu jyouhou... File Info...
プリント... purinto... Print...

JP Romaji ENG
消去の取り消し shoukyo no torikeshi Undo Last Action
やり直し yarinaoshi Redo
カット katto Cut
コピー kopii Copy
ペースト peesuto Paste
前面へペースト zenmen he peesuto Paste in Front
背面へペースト haimen he peesuto Paste in Back
同じ位置にペースト onaji ichi ni peesuto Paste in Place
すべてのアートボードにペースト subete no aatoboodo ni peesuto Paste on All Artboards 
消去 shoukyo Clear
検索と置換 kensaku to chikan Find and Replace
次を検索 tsugi wo kensaku Find Next
スペルチェック... superuchekku... Check Spelling...
カスタム辞書を編集... kasutamu jisho wo henshou Edit Custom Dictionary...
オリジナルを編集 originaru wo henshou Edit Original
透明の分割・統合プリセット... toumei no bunkatsu / tougou 

purisetto…
Transparency Flattener Presets...

プリントプリセット... purinto purisetto... Print Presets...
Adobe PDF プリセット... Adobe PDF purisetto... Adobe PDF Presets...
SWF プリセット SWF purisetto SWF Presets...
遠近グリッドプリセット... enkin guriddo purisetto... Perspective Grid Presets...
カラー設定... karaa settei... Color Settings...
プロファイルの指定... purofairu no shitei... Assign Profile...
キーボードショートカット... kkiiboodo shootokatto Keyboard Shortcuts...
個別の設定 kobetsu no settei My Settings
音声入力を開始... onsei nyuryo wo kaishi... Start Dictation...
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変形 henkei Transform
重ね順 kasane jyun Arrange
グループ guruupu Group
グループ解除 guruupu kaijyo Ungroup
ロック rokku Lock
すべてをロック解除 subete wo rokku kaijyo Unlock All
隠す kakusu Hide
すべてを表示 subete wo hyouji Show All
分割・拡張... bunkatsu / kakuchoo Expand...
アピアランスを分割 apiaransu wo bunkatsu Expand Appearance
ラスタライズ... rasutaraizu... Rasterize...
グレデーションメッシュを作成 guredeeshonmesshu wo sakusei Create Gradient Mesh...
モザイクオブジェクトを作成... mozaiku obujekuto wo sakusei... Create Object Mosaic...
トリムマークを作成 torimu maaku wo sakusei Create Trim Marks
透明部分を分割・統合... toumei bubun wo bunkatsu / 

tougou...
Flatten Transparency...

スライス suraisu Slice
パス pasu Path
シェイプ sheipu Shape
パターン pataan Pattern
ブレンド burendo Blend
エンベロープ enberoopu Envelope Distort
遠近 enkin Perspective
ライブペイント raibu peinto Live Paint
画像トレース gazou toreesu Image Trace
テキストの回り込み tekisuto no mawarikomi Text Wrap
Sketch and Line Art Line and Sketch Art
クリッピングマスク kurippingu masuku Clipping Mask
複合パス fukugou pasu Compound Path
アートボード aatoboodo Artboards
グラフ gurafu Graph
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Typekit からフォントを追加... Typekit kara fonto wo tsuika... Add Fonts from Typekit...
フォント fonto Font
最近使用したフォント saikin shiyou shita fonto Recent Fonts
サイズ saizu Size
字形 jikei Glyphs
文字を切り替え moji wo kirikae Type Conversion
エリア内文字オプション... erianai moji opushon... Area Type Options...
パス上文字オプション pasujyou moji opushon Type on a Path
合成フォント... gousei fonto... Composite Fonts
禁則処理設定... kinsoku shori settei... Line Break Setup
文字組みアキ量設定... moji kumi akiryou settei… Resolve Missing Fonts...
スレッドテキストオプション sureddo tekisuto opushon
ヘッドラインを合わせる heddorain wo awaseru
フォント検索... fonto kensaku Find Font...
大文字と小文字の変更 oomoji to komoji no henkou Change Case
句読点の自動調節... kutouten no jidou chousetsu... Smart Punctuation
アウトラインを作成 autorain wo sakusei Create Outlines

saitekina maajin soroe Optical Margin Alignment
seigyona maajin soroe

制御文字を表示 seigyo moji wo hyouji Show Hidden Characters
組み方向 kumi houkou Type Orientation
テキストを更新 tekisuto wo koushin Legacy Text

JP Romaji ENG
すべてを選択 subete wo sentaku All
作業アートボードのすべてを選択 sagyou aatoboodo no subete wo 

sentaku
All on Active Artboard

選択を解除 sentaku wo kaijyo Deselect
再選択 saisentaku Reselect
選択範囲を反転 sentaku hani wo hanten Inverse
前面のオブジェクト zenmen no obujekuto Next Object Above
背面のオブジェクト haimen no obujekuto Next Object Below
共通 kyoutuu Same
オブジェクト obujekuto Object
選択範囲を保存... sentaku hani wo hozen Save Selection
選択範囲を編集... sentaku hani wo henshuu Edit Selection
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パスのアウトラインを適用 pasu no autorain wo tekiyou Apply Last Path Outline
パスのアウトライン pasu no autorain Path Outline
ドキュメントのラスタライズ効果設 dokyumento no rasutaraizu 

k&#363;ka settei...
Document Raster Effects Settings...

Illustrator 効果 Illustrator kouka Illustrator Effects
3D 3D
SVG フィルター SVG firutaa SVG Filters
スタイライズ sutairaizu Stylize
トリムマーク torimumaaku Crop Marks
パス pasu Path
パスの変更 pasu no henkou
パスファインダー... pasu faindaa... Pathfinder
ワープ waapu Warp
形状に変換 keijyou ni henkan Convert to Shape
Photoshop 効果 Photoshop kouka Photoshop Effects
効果ギャラリー... kouka gyararii… Effect Gallery...
ぼかし bokashi Blur
アーティスティック aatisutikku Artistic
スケッチ sukecchi Sketch
テクスチャ tekusucha Texture
ビデオ bideo Video
ピクセレート pikusereeto Pixelate
ブラシストローク burashi sutorooku Brush Strokes
変形 henkei Distort
表現手法 hyougen shuhou
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アウトライン a'utorain Outline
オーバープリントプレビュー oobaa purinto purebyuu Overprint Preview
ピクセルプレビュー pikuseru purebyuu Pixel Preview
校正設定 kousei settei Proof Setup
色の校正 iro no kousei Proof Colors
ズームイン zuumu in Zoom In
ズームアウト zuumu auto Zoom Out
アートボードを全体表示 aato boodo wo zentai hyouji Fit All in Window
すべてのアートボードを全体表示 subete no aato boodo wo zentai 

hyouji
Fit Artboard in Window

100% 表示 100% hyouji Actual Size
境界線を隠す kyoukai wo kakusu Hide Edges
プリント分割を表示 purinto bunkatsu wo hyouji Show Print Tiling
スライスを表示 suraisu wo hyouji Show Slices
スライスをロック suraisu wo rokku Lock Slices
テンプレートを隠す tenpureeto wo kakusu Hide Template
定規 jyougi Rulers
バウンディングボックスを隠す baundingu bokkusu wo kakusu Hide Bounding Box
透明グリッドを表示 toumei guriddo wo hyouji Show Transparency Grid
テキストのスレッドを隠す tekisuto no sureddo wo kakusu Hide Text Threads

raibu peinto no sukima wo 
hy&#333;ji

Show Live Paint Gaps
グラデーションガイドを隠す guradeeshon gaido wo kakusu Hide Gradient Annotator
コーナーウィジェットを隠す ko-na wijetto wo kakusu Hide Corner Widget
ガイド gaido Guides
スマートガイド sumaato gaido Smart Guides
遠近グリッド enkin guriddo Perspective Grid
グリッドを表示 guriddo wo hyouji Show Grid
グリッドにスナップ kurippu ni sunappu Snap to Grid
ポイントにスナップ pointo ni sunappu Snap to Point
新規表示 shinki hyouji New View
表示の編集 hyouji no henshuu Edit Views
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新規ウィンドウ shinki windou New Window
アレンジ arenji Arrange
アドオンを参照... adoon wo sanshou… Browse Add-ons...
ワークスペース waaku supeesu Workspace
アプリケーションフレーム apurikeeshon fureemu Application Frame
アプリケーションバー apurikeeshon baa Application Bar
コントロール kontorooru Control
ツール tsuuru Tools
Color テーマ Color teema Color Theme
CSS プロパティ CSS puropati CSS Properties
SVG インタラクティビティ SVG intarakutibiti SVG Interactivity
アクション akushon Actions
アピアランス apiaransu Appearance
アートボード aato boodo Artboards
カラー karaa Color
カラーガイド karaa gaido Color Guide
グラデーション guradeeshon Gradient
グラフィックスタイル gurafikku sutairu Graphic Styles
シンボル shinboru Symbol
スウォッチ swotchi Swatches
ドキュメント情報 dokyumento jyouhou Document Info
ナビゲーター nabigeetaa Navigator
パスファインダー pasu faindaa Pathfinder
パターンオプション pataan opushon Pattern Options
ブラシ burashi Brushes
ライブラリ raiburari Libraries
リンク rinku Links
レイヤー rieyaa Layers
分割・統合プレビュー bunkatsu / tougou purebyuu Separations Preview
分版プレビュー bunbann purebyuu Flattener Preview
変形 henkei Transform
変数 hensuu Variables
属性 zokusei Attributes
情報 jyouhou Info
整列 seiretsu Align
書式 shoshiki Type
画面トレース gamen toreesu Image Trace
線 sen Stroke
自動選択 jidou sentaku Magic Wand
透明 toumei Transparency
グラフィックスタイルライブラリ gurafikku sutairu raiburari Graphic Style Libraries
シンボルライブラリ shinboru raiburari Symbol Libraries
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Illustrator について... Illustrator ni tsuite... About Illustrator...
環境設定 kankyou settei Preferences
設定を同期 settei wo douki Sync Settings
サービス saabisu Services
Illustrator を隠す Illustrator wo kakusu Hide Illustrator
ほかを隠す hoka wo kakusu Hide Others
すべてを表示 subete wo hyouji Show All
Illustrator を終了 Illustrator wo shuu ryou Quit Illustrator
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