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当社子会社「株式会社筆まめ」 
スマホで、かんたん年賀状作成！印刷や投函までアプリで注文できる 
「Web 筆まめ for Android」「Web 筆まめ for iPhone」を無料で配信 

 

 
当社子会社である株式会社筆まめ（代表取締役社長︓萩原義博）が、スマートフォンで簡単に年賀状を作成、印刷・投

函まで可能な「Web筆まめ for Android」「Web筆まめ for iPhone」を無料で配信いたしますので、別添資料のとおりお知ら
せいたします。 
なお、配信は以下を予定しております。 
「Web筆まめ for Android」は 2016年 11月17日（木）配信 
「Web筆まめ for iPhone」は 2016年 11月22日（火）配信予定 

 
添付資料 
スマホで、かんたん年賀状作成︕印刷や投函までアプリで注文できる「Web筆まめ for Android」「Web筆まめ for iPhone」
を無料で配信 
 
 
 
【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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報道関係者各位 

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、昨年好評をいただいたAndroid や iPhone(iOS)
でかんたんに年賀状デザインが作成できるアプリ「Web 筆まめ for Android」「Web 筆まめ for iPhone」の機能を大幅
にバージョンアップし、無料で配信いたします。 「Web 筆まめ for Android」は2016 年11月17日 （木）に配信、 「Web
筆まめ for iPhone」は2016 年11月22日 （火）配信予定となっております。なお、すでにアプリをお持ちの方はアップ
デートにて提供いたします。 
【筆まめネット 製品紹介ページ】 

「Web 筆まめ for Android」 ︓ http://fudemame.net/products/android/fudemame/ 
「Web 筆まめ for iPhone」 ︓ http://fudemame.net/products/ios/fudemame/ 

【アプリダウンロードページ】 
・Google Play「Web 筆まめ for Android」︓ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fudemame.fudeandroid&hl=ja 
・App Store「Web 筆まめ for iPhone」 ︓ 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1050581764?mt=8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アプリ名 対応OS 価格 公開日 

Web 筆まめ for Android Android 4.2.2 以降 無料 
（おうちで印刷プラン ︓480円/3 ヶ月間） 
（筆まめネットプリント︓130 円/枚） 

2016 年11 月17 日（木） 

Web 筆まめ for iPhone  iOS8.0 以降 2016 年11 月22 日（火）
予定 

※おうちで印刷プランの価格表記は税込、筆まめネットプリントの価格表記は税抜 

             「Web筆まめ for Android」「Web筆まめ for iPhone」の概要             
「Web 筆まめ for Android」「Web 筆まめ for iPhone」は、かんたんに年賀状が作成できる無料アプリです。 

写真やメッセージを入れた年賀状デザインと、キレイなレイアウトの宛名面がいつでも・どこでも手軽に作成できます。 
作成したデザイン・宛名面はアプリから直接メール送信やTwitter 投稿できるほか、有料機能「おうちで印刷プラン」

（480 円/3 ヶ月間）で、お持ちのプリンタから印刷することもできます。 
※サービス更新 （おうちで印刷プランの更新）は、登録解除のお申し込みがない限り、３ヶ月ごとの自動更新となります。 

また、2016 年12 月1 日より年賀はがきの購入・印刷・投函まで一括でできるサービス「筆まめネットプリント（有
料）」と連携予定です。年賀はがきの購入、デザイン面 ・宛名面の印刷、投函まで、スマートフォンからかんたん、一括で
行えるようになります。 

2016 年11 月17 日 
株式会社筆まめ  

スマホで、かんたん年賀状作成︕印刷や投函までアプリで注文できる 
「Web筆まめ for Android」「Web筆まめ for iPhone」 

を無料で配信 
「Web筆まめ for Android」は2016年11月17日（木）配信 
「Web筆まめ for iPhone」は2016年11月22日（火）配信予定 

https://fudemame.net/products/android/fudemame/
https://fudemame.net/products/ios/fudemame/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fudemame.fudeandroid&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/id1050581764?mt=8
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≪特徴≫ 
■豊富な年賀状デザイン＜UP＞ 
 
来年の干支である、酉（とり）年賀状のコンテンツを大幅に増量しました。クリスマスカードやバースデーカード、暑中
見舞いなど1 年を通していろいろな場面のご挨拶に使える便利なテンプレートを豊富に収録しています。 

デザイン  310 点（年賀状250 点／暑中見舞い・残暑見舞い50 点／グリーティング10 点） 
 イラスト 400 点 （干支イラスト100 点、縁起物イラスト100 点、賀詞 ・年号100 点、夏イラスト50 点、イベントイラスト50 点） 
 背景デザイン 204 点（無地4 点／年賀状100 点／写真枠あり50 点／写真枠なし50 点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「筆まめ」ならではのキレイな宛名レイアウト＜NEW＞ 
 
縦書きや横書き、連名表示（宛名5 件まで、差出人5 件まで）、フォントの変更、レイアウトの微調整も可能です。 
年賀状ソフト 「筆まめ」でも美しさに定評があるフォント 「流麗行書体」を搭載しており、宛名がキレイに印刷できます。
＜フォント3 書体（CR C&G 流麗行書体04／AR 楷書体M04／AR マーカー体E04）＞ 
 宛名は新規に作成できるほか、スマートフォン端末のアドレス帳からのインポート （＊1）と 「筆まめクラウド住所録」
（＊2）のデータ利用が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1 iOS では、iPhone のプライバシー設定をON に変更していただく必要があります。連絡先の画像をご利用になる場合は、iPhone
の[設定]-[プライバシー]-[写真]を選択し、[Web 筆まめ]をオンに変更してください。 
＊2「筆まめクラウド住所録」は、株式会社筆まめが提供する無料のクラウドサービスです。住所録をクラウド上に保管し、いつでも・
どこでも編集・管理・共有が行えます。ご利用には、ユーザ登録が必要です。 
ユーザ登録はこちら⇒ https://cloud.fudemame.jp/address 
 
■年賀はがきの購入から印刷・投函まで、スマートフォンで完結︕「筆まめネットプリント」連携＜NEW＞ 
 
年賀はがきの購入から印刷・投函まで一括で行える 
サービスと連携しました。 
また、自宅への配送（※）も可能です。 
 
年末の忙しい時期に年賀はがきを買いに行ったり、 
インクを買いに出かけたりする必要もありません。 
 
サービス利用開始︓2016 年12 月1 日～ 
サービス利用料︓130 円（税抜）/1 枚 
※自宅への配送料は別途となります。 

https://cloud.fudemame.jp/address
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■印刷機能「おうちで印刷プラン」＜NEW＞ 
 
「おうちで印刷プラン」とはスマートフォンで作成した宛名やデザインを、お持ちのプリンタで印刷することができる有
料サービスです （480 円/3 ヶ月間）。有料サービスに登録することで3 ヶ月間、プリンタでの印刷、印刷用画像保存が可
能になります。 
※サービス更新（おうちで印刷プランの更新）は、登録解除のお申し込みがない限り、自動更新となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ※宛名印刷の連続印刷可能枚数は20枚（一回あたり） 
 
お持ちのプリンタでの印刷について 
■Web 筆まめ for iPhone の場合 
アプリから直接印刷できるのは、AirPrint 対応プリンタのみです。 
AirPrint 対応プリンタをお持ちでない場合は、画像データをカメラロール(アルバム)に保存してからプリンタ印刷してください。 

■Web 筆まめ for Android の場合 
EPSON iPrint対応のEPSON製プリンタでの印刷およびCanon PRINT Inkjetアプリ経由にてCanon製プリンタでの印刷が可能です。
OS がAndroid4.4 以降の場合、Android Printing に対応したプリンタで印刷が可能です。 
※Canon PRINT Inkjet アプリの利用には別途アプリのインストールが必要です。 
※Android Printing の利用には対応プリンタメーカーの専用プラグインのインストールが必要です。 
 
 
＜その他機能＞ 
■デザインテンプレートから直接写真が撮れる 
■タッチでデコレーションができる（ペン︓5種各16色） 
■メッセージが入れられる「文字入力機能」 
（フォント、縦書き・横書きが選べる、影・縁取りなども可能） 
■小さな画面でも操作がらくらく「パーツリスト」 
■メール送信、Twitter投稿ができる（一部機種を除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■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 
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■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 
 
Web 筆まめ for Android : https://cloud.fudemame.jp/wmameapp/android/faq/index.html 
Web 筆まめ for iPhone : https://cloud.fudemame.jp/wmameapp/ios/faq/index.html 
 
■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/ 

 
■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/dl/ 

http://www.fudemame.co.jp/
https://cloud.fudemame.jp/wmameapp/android/faq/index.html
https://cloud.fudemame.jp/wmameapp/ios/faq/index.html
mailto:pr@fudemame.co.jp
http://www.fudemame.co.jp/
http://fudemame.net/
http://www.fudemame.co.jp/news/dl

