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ソフトフロントグループの「ネットとリアルの融合」事業 

『筆まめネットプリント』サービス開始 
～筆まめの年賀状ソフトとデジタルポストの電子郵便事業が協業～ 

 

 
株式会社ソフトフロントホールディングスは、当社の子会社である株式会社筆まめ（代表取締役社⻑︓萩原義博）の年賀
状ソフト「筆まめ」とデジタルポスト株式会社（代表取締役社⻑︓佐藤健太郎 以下、「デジタルポスト」という。）の電子郵
便事業を⼀体化したサービス『筆まめネットプリント』が平成 28 年 12 月 1 日（木）より提供開始されることを発表します。
なお、『筆まめネットプリント』は、「筆まめ」のサービスとして事業展開していきます。 
 
『筆まめネットプリント』は、年賀状ソフト「筆まめ」と、デジタルポストが提供する電子郵便事業が融合した新しいサービスで、パ
ソコンやスマートフォンから年賀ハガキの購入・印刷・投函までを⼀括で⾏うことができます。ソフトフロントグループでは、「ネットと
リアルの融合」を⼀つの事業領域に掲げ、新たな価値の創出に努めてきました。今回の『筆まめネットプリント』は、グループ間の
協業シナジーが発揮され実現したサービスです。 
 
 
【添付資料】 
 ●株式会社筆まめニュースリリース    ︓はがきの購入・印刷・投函までおまかせ。筆まめのプリントサービス 

『筆まめネットプリント』2016 年 12 月 1 日（木）サービス開始 
 ●デジタルポスト株式会社ニュースリリース︓デジタルポスト、「筆まめ」年賀状シリーズへ印刷郵送機能を提供 
 
 
 
【リリースに関するお問合せ】 
株式会社ソフトフロントホールディングス 
グループ業務推進室 ⾒海 
TEL︓03-3568-7007 FAX : 03-3568-7008 
E-mail : press@softfront.co.jp 
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報道関係各位 

はがきの購入・印刷・投函までおまかせ。筆まめのプリントサービス 

『筆まめネットプリント』 
2016年 12月 1日（木）サービス開始 

株式会社筆まめ（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原義博）は、はがきの購入・印刷・投函までが一括でできる 

サービス『筆まめネットプリント』を 2016年 12 月 1日（木）より開始いたします。 

17 年連続販売本数第 1 位（※）のかんたん年賀状ソフト「筆まめ」シリーズ、ネット＆スマホで年賀状が作れる「Web筆ま

め」「Web筆まめ for iPhone/for Android」で作った年賀状の印刷・投函に対応した筆まめのプリントサービスです。 

※ 全国の主要パソコン販売店 2,464 店（2015年実績）の POS 実売統計（1999年～2015年・株式会社 BCN 調べ） 

■サービス名  ：筆まめネットプリント 

■価格   ：130円（税抜）/1枚（はがき代＋宛名面・デザイン面両面印刷＋投函費用含む） 

■サービス開始日  ：2016年 12月 1日（木） 

■サービス内容  ：年賀はがきの購入・印刷・投函の代行サービス 

■開発・提供  ：株式会社筆まめ 

■対応製品・サービス（予定） ：筆まめ Ver.27、筆まめ Ver.26 ベーシック、Web筆まめ、Web筆まめ for iPhone/for Android 

【『筆まめネットプリント』の概要】 

年賀状ソフト「筆まめ Ver.27」、ネットで年賀状が作れる「Web筆まめ」、年賀状作成アプリ「Web筆まめ for iPhone/ for 

Android」から申し込みができる、筆まめの年賀状プリントサービスです。自分好みの年賀状を作り、インターネット上から申

し込むだけで、年賀はがきの購入、デザイン面・宛名面の印刷、投函まで一括で行えます。また自宅への配送も可能です。 

『筆まめネットプリント』 サービス概要 

＜サービス提供イメージ＞ 
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特長③ ビジネス向けにも最適 

株式会社筆まめが提供するクラウドサービス「Web筆まめ」と連携。「筆まめクラウド住所録」「筆まめクラウド顧客管理」

など、各クラウドサービスで管理している顧客情報を宛名印刷に活用できます。 

【『筆まめネットプリント』の特長】 

特長① 年賀はがき・プリンタ・インクの購入が不要！ 

年賀はがきの購入、プリンタの設定やインク購入、試し刷りなどの手間がかかりません。また、年賀はがきが足りなくな

る・余るといった心配やインク切れ、ミスプリントなどがないため、無駄なコストがかからず経済的です。 

特長② １枚（130 円）から注文可能！ 

１注文あたりの手数料は無料。申し込み枚数によって価格が変わることもありません。 

「出し忘れてしまった」「１枚だけお返事したい」、そんなときでも安心してご利用いただけます。 

【『筆まめネットプリント』サービスの提供について】 

『筆まめネットプリント』サービスは、デジタルポスト株式会社の印刷・郵送機能およびインフラにより提供するサービスです。 
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2016 年 10月 26 日（水）～28 日（金）開催 

「第 6 回 Web＆デジタル マーケティング EXPO 秋」にて各種サービスをご紹介します 
 

Web・デジタル マーケティングに関するソリューションを一堂に集めた専門展、第 6回 Web&デジタル マーケティング 

EXPO 秋（会期：10 月 26日（水）～28日（金） 会場：幕張メッセ）で、下記の製品・サービスをご紹介します。 

●展示・紹介する製品・サービス 

筆まめクラウド顧客管理、筆まめ名刺管理 BIZ、筆まめ顧客管理 Windows版 

●招待券のご希望、出展内容に関するお問い合わせ先 

株式会社筆まめ ビジネススタイル事業部 クラウドサービス部 クラウド営業課 

Mail：cloud_sales@fudemame.co.jp TEL：03-6414-6270 

 

■Copyright・商標 
Copyright 2016 FUDEMAME CO.,LTD.  

筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

 
■企画・開発 
株式会社筆まめ 
 
 
■株式会社筆まめ 会社概要 

はがき・住所録ソフト「筆まめ」シリーズ、DTP ソフト「パーソナル編集長」シリーズ、フォトムービー作成ソフト「デジカメ de!!ム

ービーシアター」シリーズなどを企画・開発し、それらを個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供。また、CRM・

SFAアプリケーション「筆まめクラウド顧客管理」や、Web ブラウザ上で年賀状作成が行える「Web筆まめ」、住所録の作成・

編集・管理が行える「筆まめクラウド住所録」、名刺管理アプリ「筆まめ名刺管理」など、各種 Webサービスやスマートフォン・

タブレットアプリを展開しています。 
http://www.fudemame.co.jp/ 

 
■本件に関する読者のお問い合わせ先 
担当 ：株式会社筆まめ ビジネススタイル事業部 クラウドサービス部 クラウド営業課 
連絡先 ：Mail cloud_sales@fudemame.co.jp 

 
■本件に関する報道関係のお問い合わせ先 

担当 ：株式会社筆まめ 経営戦略室 有田 / クラウドサービス部 宮口 

連絡先 ：TEL 03-6414-6270    FAX 03-6414-6271   Mail pr@fudemame.co.jp 

〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10 

株式会社筆まめ：http://www.fudemame.co.jp/  筆まめネット：http://fudemame.net/ 

※レビュー用の製品貸出しにつきましては、上記までご連絡ください。 

 
■掲載用画像（製品・画面）などのダウンロード 

URL ：http://www.fudemame.co.jp/news/ 

 

 

http://www.fudemame.co.jp/
mailto:cloud_sales@fudemame.co.jp
mailto:pr@fudemame.co.jp
http://www.fudemame.co.jp/
http://fudemame.net/
http://www.fudemame.co.jp/news/
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デジタルポスト、「筆まめ」年賀状シリーズへ 
印刷郵送機能を提供 

～『筆まめネットプリント』2016 年 12 月 1 日よりサービス開始～ 
 
デジタルポスト株式会社（本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓佐藤 健太郎、以下 当社）は、株式会社筆まめ（本
社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓萩原義博、以下 筆まめ）の提供する年賀状ソフト「筆まめ」シリーズの新機能、はがき
の購入・印刷・投函までが一括でできる『筆まめネットプリント』へ印刷郵送機能およびインフラの提供をいたします。 
2016 年 12 月 1 日（木）よりサービス開始することを以下の通りお知らせいたします。 
 

【『筆まめネットプリント』のご紹介】 
＜サービスについて＞ 
年賀状ソフト「筆まめ Ver.27」、ネットで年賀状が作れる「Web 筆まめ」、年賀状作成アプリ「Web 筆まめ for iPhone/ for 
Android」から申し込みができる、筆まめの年賀状プリントサービスです。⾃分好みの年賀状を作り、インターネット上から申し込む
だけで、年賀はがきの購入、デザイン⾯・宛名⾯の印刷、投函まで一括で⾏えます。また⾃宅への配送も可能です。 
 
＜『筆まめネットプリント』の特⻑＞ 
特⻑① 年賀はがき・プリンタ・インクの購⼊が不要︕ 
年賀はがきの購入、プリンタの設定やインク購入、試し刷りなどの⼿間がかかりません。また、年賀はがきが⾜りなくなる・余るといっ
た⼼配やインク切れ、ミスプリントなどがないため、無駄なコストがかからず経済的です。



  

特⻑② １枚（130 円）から注⽂可能︕ 
１注⽂あたりの⼿数料は無料。申し込み枚数によって価格が変わることもありません。 
「出し忘れてしまった」「１枚だけお返事したい」、そんなときでも安⼼してご利⽤いただけます。 

 
特⻑③ ビジネス向けにも最適 
株式会社筆まめが提供するクラウドサービス「Web 筆まめ」と連携。「筆まめクラウド住所録」「筆まめクラウド顧客管理」など、各ク
ラウドサービスで管理している顧客情報を宛名印刷に活⽤できます。 

 
＜サービス概要＞ 
■価格    ︓130 円（税抜）/1 枚（はがき代＋宛名⾯・デザイン⾯両⾯印刷＋投函費⽤含む） 
■サービス開始日   ︓2016 年 12 月 1 日（木） 
■サービス内容   ︓年賀はがきの購入・印刷・投函の代⾏サービス 
■開発・提供   ︓株式会社筆まめ 
■対応製品・サービス（予定）︓筆まめ Ver.27、筆まめ Ver.26 ベーシック、Web 筆まめ、 
     Web 筆まめ for iPhone/for Android 
 
【プロフィール】 
■デジタルポスト株式会社 
2011 年 9 月に設⽴されたデジタルポストは、「⼈々がこころ豊かで、質の⾼い⼈⽣を楽しむために」という企業理念のもと、ネット
上やスマートフォンアプリで⼿紙を作り、オンラインで印刷から投函までを⾏えるサービスを提供しています。 
また、2016 年 7 月には印刷郵送クラウド API サービス「PAPIRS（パピルス）」をだれでも⾃由に使えるプラットフォームとして公
開し、ネットから⼿紙やハガキなどを郵送できる価値を、だれもが⾃由に考え作ることを可能としました。これからも、⼈と⼈がつなが



  

ることでうれしさや楽しさ、そして感動を⽣み出し、⼼にゆとりを持ちながら使えるようなサービスを実現していきます。 
URL︓http://www.digitalpost.jp/ 
 
■株式会社筆まめ 
はがき・住所録ソフト「筆まめ」シリーズ、DTP ソフト「パーソナル編集⻑」シリーズ、フォトムービー作成ソフト「デジカメ de!!ムービー
シアター」シリーズなどを企画・開発し、それらを個⼈向け製品や、法⼈向けライセンス製品として提供。また、CRM・SFA アプリケ
ーション「筆まめクラウド顧客管理」や、Web ブラウザ上で年賀状作成が⾏える「Web 筆まめ」、住所録の作成・編集・管理が⾏
える「筆まめクラウド住所録」、名刺管理アプリ「筆まめ名刺管理」など、各種 Web サービスやスマートフォン・タブレットアプリを展開
しています。 
URL︓http://www.fudemame.co.jp/ 
 
 
【リリースに関するお問合せ】 
デジタルポスト株式会社 
担当︓⾼尾 将寛 
連絡先 : release@digitalpost.jp 
URL︓http://www.digitalpost.jp/ 


