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当社子会社「筆まめ」が、 
『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック スタンダード』 

『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック』を 
2017 年３月３日（金）より発売開始 

 
当社子会社である株式会社筆まめ（代表取締役社⻑︓萩原義博）は、18 年連続販売本数第 1 位のはがき・住所録ソ

フト「筆まめ」シリーズより、『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック スタンダード』と『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック』の 2 ライン
ナップを 2017 年 3 月 3 日（⾦）より全国の家電量販店などで発売いたしますので、別添資料のとおりお知らせいたします。 
 
添付資料 
18 年連続販売本数第 1 位 いろいろ使える＜かんたん はがき・住所録ソフト＞ 
『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック スタンダード』 
『筆まめ Ver.27 オールシーズンパック』 
2017 年 3 月 3 日（⾦）より発売開始 
使いやすい住所録、きれいな宛名印刷、そして豊富なコンテンツ 
リーズナブルな価格で多種多様な印刷需要に応えるはがきソフトの決定版︕ 
 
【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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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）は、18 年連続販売本数第1 位 ※1のはがき・住所録 
ソフト「筆まめ」シリーズより、『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』と『筆まめVer.27 オールシーズ
ンパック』の2 ラインナップを2017 年3 月3 ⽇（⾦）より全国の家電量販店などで発売いたします。 

なお、2017 年2 月16 ⽇（木）より「筆まめネット ストア」にて、ダウンロード製品の先⾏販売を開始します。 
 

【筆まめネット ストア】 
筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード http://fudemame.net/store/software/hagaki/fudemame27-std/ 
筆まめVer.27 オールシーズンパック http://fudemame.net/store/software/hagaki/fudemame27-asp/ 
【製品紹介ページ】 http://fudemame.net/products/hagaki/fudemame/ 
 

製品名 媒体 対応OS 税抜価格 発売⽇
筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード パッケージ Windows 10/ 

8.1/ 8/ 7 SP1 以上 /
Vista SP2 以上 

¥3,685 2017 年 
3 月3 ⽇（⾦）筆まめVer.27 オールシーズンパック \6,076 

筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード ダウンロード ¥3,685 2017 年 
2 月16 ⽇（木）筆まめVer.27 オールシーズンパック ¥5,200 

 
『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』概要       

いろいろ使えてコストパフォーマンスの高い製品 
かんたんに操作できる住所録機能と45 万点のデザイン・イラスト、豊富なフォントや定型文章
を提供。年中いろいろな⽤途に使え、さまざまな⽤紙に対応した宛名印刷ができて3,685 円（税
抜）という、コストパフォーマンスが非常に高い製品です。さらに、どこからでも住所録の編集・
管理ができる「筆まめクラウド住所録」との連携で、住所録の管理が便利です。住所録の作り方
から活⽤まで解説した「住所録活⽤ブック」も付属しているので、初めて使う方でも安心です。 

 
『筆まめVer.27 オールシーズンパック』概要     

宛名印刷機能が充実︕写真整理ソフト付でお得︕ 
暑中・残暑⾒舞いなどの挨拶状や年賀状、名刺や封筒、タック紙などの印刷ができて、市販⽤紙
4,430 種に対応しています。友人や顧客へのメッセージカード、写真を使ったカレンダー、季
節の挨拶、来年の年賀状などいろいろ使えます。また、正しい漢字で宛名を表示・印刷できる人
名外字1,390 文字、ビジネスを含め⽇常的に使える文例を2,724 点収録。さらに、2 台目にも
使える機能を厳選したダウンロード版筆まめや、スマホやタブレットでも使える「Web 筆まめ」
も付属しています。「住所録活⽤ブック」と「操作ガイド」も付属しているのではじめてでも安
心です。 *ダウンロード版の住所録活⽤ブックはPDF にて付属、操作ガイドはブラウザで表示。 
 
 

 
「BCN AWARD 葉書・⽑筆ソフト部門 最優秀賞」（株式会社BCN）を18 年連続で受賞※1 
「筆まめ」は93％（※2）の方が使いやすいと答える、18 年連続販売本数第1 位（※1）のかんたんはがき・住所録 
 ソフトです。 
※1︓全国の主要パソコン販売店2,614 店（2016 年実績）のPOS 実売統計（1999 年〜2016 年・株式会社BCN 調べ） 
※2︓当社調査 筆まめユーザ2,114 名に、筆まめを使⽤した際の「総合的な使いやすさ・操作性」の満⾜度について調査した結果  

18 年連続販売本数第 1 位※1 いろいろ使える＜かんたん はがき・住所録ソフト＞ 
『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』 

『筆まめVer.27 オールシーズンパック』 
             2017 年 3 月 3 ⽇（⾦）より発売開始  

使いやすい住所録、きれいな宛名印刷、そして豊富なコンテンツ 
リーズナブルな価格で多種多様な印刷需要に応えるはがきソフトの決定版︕ 

2017 年2 月16 ⽇
株式会社筆まめ

「筆まめ」は、18 年連続販売本数第1位※1︕ 
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「筆まめクラウド住所録」と同期した住所録ファイルには、 
⾒分けができるようアイコンが付きます。

 
『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』の特⻑ 
◉残暑・暑中⾒舞い、年賀状デザイン、挨拶状やカレンダー200 点を追加（※1） 
◉住所録活⽤ブックが付属 
◉年賀状デザインナビ対応の2018 年戌年の年賀状をダウンロードで提供（※1）  

◉ネットではがき・年賀状が作れる「Web 筆まめ」が使える、住所録のバックアップに最適「筆まめクラウド住所録」と連携  
『筆まめVer.27 オールシーズンパック』の特⻑ 
◉暑中・残暑⾒舞い、年賀状デザイン、挨拶状やカレンダー200 点を追加（※1） 
◉住所録活⽤ブック+操作ガイドが付属 
◉2 台で使える（2 台目⽤にダウンロード製品（『筆まめVer.27 オールシーズンパック  
  スタンダード』を提供） 
◉年賀状デザインナビ対応の2018 年戌年の年賀状をダウンロードで提供（※1） 

◉ネットではがき・年賀状が作れる「Web 筆まめ」が使える、住所録のバックアップに 
 最適「筆まめクラウド住所録」と連携 
◉写真整理ソフト「パソコン写真整理」のダウンロード提供 (右記︓参考画像)＜NEW＞ 
 「パソコン写真整理」とは︓パソコンにある写真をかんたん操作で整理できるソフト 
  （※1）年賀状デザインのみ2017 年10 月以降ダウンロードにて提供 
 
 
 
◉筆まめの住所録をかんたんに使いこなせるガイドブック「住所録活用ブック」付き 
住所録の作り方、封筒やタック紙の宛名印刷、往復はがきの作り方、宛名レイアウトの
調整、筆まめクラウド住所録・Web 筆まめの使い方などを丁寧に解説したオールカラー
60 ページの「住所録活⽤ブック」が付いています。はじめて操作する方も住所録を使い
こなしたい方にも安心のガイドブックです。 
 
◉過去のやりとりが⼀目でわかる︕「出受記録」 <POWER UP> 
年賀状や喪中はがきに加えて、寒中⾒舞いの出受も記録・表示できるようになり、 
出し忘れを防げます。以前に出した年賀状に添えた⼀⾔コメントの記録もできます。 

 
◉流⾏の名前の読み、変換に対応︕「姓名辞書」  <POWER UP> 
子どもの名前ランキングで上位の漢字に対応。読み方の難しい名前も、「筆まめ」なら、 
パッと変換できます。 
 

◉ネット上で住所録を管理＆編集︕「筆まめ」との連携も可能︕ 
「筆まめクラウド住所録」<筆まめだけ> 
「筆まめ」と『筆まめクラウド住所録』の間で、住所録データの同期が⾏え
ます。住所録のバックアップとして使えるほか、パソコンを買い替えた際の
住所録移⾏にも便利です。また、スマホでもタブレットでも住所録の閲覧・
編集ができます。 
 
◉他社ソフトで作成した住所録をかんたん変換︕「他社住所録変換」  
画面の案内に従うだけで、Microsoft Excel や他社のはがき・住所録ソフト（筆王、
筆ぐるめなど）で作成した住所録を、筆まめ⽤に変換できます。 
 
◉新しいパソコンに、データがらくらく移せる︕「筆まめデータ かんたん引越」 
画面の案内に従うだけで、住所録やデザインなどを古いパソコンから新しいパソコ
ンへ移し替えることができるので、パソコンを買い替えた時でも、すぐに宛名印刷
やはがきの準備ができます。(*対応製品︓オールシーズンパック) 
 
注︓データを取り出す、移し替えるパソコンに「筆まめ」がインストールされている必要があ
ります。 筆まめVer.16 以降のデータ移⾏に対応しています。筆まめVer.27 対応OS のみご
使⽤できます。（取り出し・移し替え可能なデータ︓筆まめのデザイン面、住所録、各種設定） 
 
◉強固なセキュリティで個人情報をしっかりガード  
パスワード、アクセス制限を設定することで個人情報を保護します。さらに 
住所録の⼊出⼒、印刷などのアクセスログ管理（利⽤状況の管理）も可能です。 

『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』『筆まめVer.27 オールシーズンパック』の詳細
住所録作成・管理
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◉おつきあいの管理もらくらく︕「コンタクト履歴」<筆まめだけ> 
住所録と連携しておつきあいを管理できる機能を搭載。 
おつきあいの種別や開始・終了⽇、相⼿を記録できます。 
 
◉贈り物の記録・管理機能を追加できる︕「贈答管理」（有料オプション）   
 <筆まめだけ> 
贈り物のやりとりの記録を、住所録に基づいて記録・管理できる機能を追加すること
ができます。贈り物の相⼿、いただいた⽇付、贈り物の内容、⾦額が記録できます。 
 
 
 
◉字体が微妙に変化︕「複字体」 <筆まめだけ> 
連名の敬称「様」や人名・市区町村などで同じ漢字が複数出る場合、書体を微妙に 
変化させて、より⼿書き風の味わいを出すことができます。 
(※宛名の書体を流麗⾏書体に指定する必要があります。)  
 
◉⻑い住所や連名も美しく︕「宛名レイアウトパターン」  
標準の美麗レイアウトに加え「住所が⻑い」、「連名が多い」などの宛名レイアウトパ
ターンをご⽤意。自分で設定した宛名のレイアウトを保存して、呼び出すことも可能
です。 
 
◉1,390 ⽂字収録︕正しい漢字で宛名印刷できる︕「人名外字」 
通常のパソコンでは表示できない漢字、自治体・公共機関で使⽤頻度の高い人名⽤外
字（俗字、異体字）を1,390 文字収録。「流麗⾏書体」、「堀内正楷書」の2 書体で表
示でき、正しい漢字でキレイに宛名が印刷できます。 
（※対応製品︓オールシーズンパック） 
 
◉季節を問わず様々なアイテムが作成できる︕ 
対応用紙4,430 種 
市販の⽤紙4,430 種に対応。挨拶状や往復はがき、封筒はもちろん、ネームシールや
タックシールなどさまざまな⽤紙にキレイに印刷でき、季節を問わず活⽤できます。 
 
◉ビジネス用途に最適な「スタンプ」 
「料⾦受取人払い」、「速達」、「⾒積書在中」、「料⾦別納」など、ビジネスで必要なス
タンプを多数収録。最近使ったスタンプを４種類まで表示できるので、よく使うスタ
ンプがすぐ⾒つけられます。 
 
◉郵便料⾦を節約︕「カスタマバーコード」 
住所録に登録した郵便番号と住所から、カスタマバーコードを作成・印刷できます。
大きさや線の太さなど、レイアウトもかんたんに調整できます。 
 
◉「Web 筆まめ」と『筆まめVer.27』が連携︕作ったデザインがどちらでも使える︕<NEW> 
『筆まめVer.27』で作ったデザインを「Web 筆まめ」で使うことや、保存することができます。さらに、タブレットやスマートフォン
で、いつでもどこでも年賀状の作成や印刷が⾏えます。 

 
◉プリンタのインクを節約︕「エコ印刷」 
インク使⽤量を節約するエコ印刷ができます。インク削減は5 段階設定が可能です。 
 
◉喪中はがきなどに「うす墨印刷」 
宛名のうす墨印刷に対応しました。郵便番号を除いた宛名面をうす墨で印刷できます。 
 
◉宛名も⽂⾯も⼀気に印刷︕「両⾯印刷」 
フチなし自動両面印刷に対応しています。宛名ごとに異なるデザインで両面印刷ができます。※両面印刷に対応したプリンタのみ 
 
◉便箋や⼀筆箋も作れる︕  
罫線の⼊った便箋や⼀筆箋を作成することができます。 
 

宛名編集・印刷



  

 4

 
 
◉かんたん3 ステップで、パパッと完成︕「特急デザイナー」 <初心者向け> 
デザインを選んで、イラストや写真を⼊れ替えたら、印刷するだけのかんたん3 ステップで 
完成。写真・イラスト・文字の大きさ変更、回転や反転、重なり順の変更がボタンを使って 
細かく調整できます。 
 
◉「クローンブラシ」  
(1)『いいとこどり』で、素敵な写真に︕<NEW> 
複数写真の「いいところ」を取って別の写真の上
に貼り付けられる新機能を搭載しました。 
かんたんな操作で、あと⼀歩の写真がベストな 
⼀枚に変身します。 
 
 
 
(2) 余分なものが、かんたんに消せる︕ 
画像の⼀部を複製して同じ画像の中に貼り付けることで、余分なものを消すことができます。 
 
◉便利な⽂例を2,724 点収録︕「定型⽂章」 <POWER UP> 
⽇常的に使えるあいさつ文例を2,724 点収録しています。はがきに⼿書きする際の参考文例
としても活⽤できます。ビジネス向け文例も多数収録。 
 
◉年賀状に添える⼀⾔の⽂例を100 点収録︕「定型⼀⾔」 <筆まめだけ> 
はがきに書き添える、⽇頃のおつきあいや趣味に関する⼀⾔コメントを100 点収録。
⼿書きの際の参考にするのはもちろん、差し込み機能を使えば宛先ごとに⼀⾔コメ
ントを⼊れることができます。⼿書き風フォントと組み合わせれば、⼿書きの⼀⾔
が⼊ったようなはがきを印刷することができます。 
 
◉デザイン・イラスト45 万点（※1）各種挨拶はがき・報告はがき・年賀状のデザインはもちろん、いろいろ使える素材が豊富 
暑中/残暑⾒舞いや戌年年賀状（※2）が追加で使えます。引越・結婚・出産などの報告はがきや、ビジネスでも使えるラベル・名刺・CD/DVD
レーベルの他に、⼿紙、のし、賞状、カレンダーなど1 年中使えるデザインを豊富にご⽤意しています。⼗⼆⽀のデザイン・イラスト
を収録しているので、来年以降の年賀状にも使えます。 
※1 製品には、デザイン・イラスト45 万点の⼀部を収録しています。45 万点のご使⽤にはインターネット接続環境が必要です。  
※2 提供は2017 年10 月以降になります。  
 

 
 
 
 
 

 
 

◉個性抜群のフォント147 書体（JIS2004 対応︓17 書体）  
個性豊かなフォントを147 書体収録。宛名の印刷にピッタリな美しい「流麗⾏書体」、「堀内正楷書」、人気の「バジョカフォント」の他、
味わいのある⼿書き風和文フォントも搭載しています。 
※『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』と『筆まめVer.27 オールシーズンパック』『筆まめVer.27 アップグレード・乗り換え専⽤』 
  では、搭載フォントが異なります。 

デザイン・作成・素材・フォント



  

 5

 
 
◉同窓会を開催するときの名簿管理・出⽋リスト作成や案内の送付 
 
<同窓会名簿・住所録の作成に大活躍︕> 
■Excel などで作成した住所録を変換できる「他社住所録変換」  
■名簿・⼀覧表の表示・印刷 
■市町村合併に対応した郵便番号辞書、更新も⾃動お知らせ 
■往復はがきもかんたんに作成できる「往復はがきデザイナー」 
■出⽋を管理、受付リストまで作成 
・マークを付けて住所録を分類。リストの作成がらくらく。 
・１つの連絡先カードに10 種類までマークを付けられる上、 
  マークの項目名も自由に変更できるので、学年やクラス、⼆次会 
  の出⽋など、マーク名を変更して分類・抽出・リスト化が可能です。 
  参加される方の出⽋管理などがかんたん。 
■出⽋確認の記録に「出受記録」︕⼀覧表印刷で受付名簿に 
・さまざまな管理ツールを使わなくても、筆まめの住所録だけで 
 出⽋状況を記録できます。そのまま⼀覧表印刷して、同窓会当  
 ⽇の受付名簿としても利⽤できます。 
 
◉ベストショットでカレンダーを作成 
 
<お気に⼊り写真の管理に大活躍︕『パソコン写真整理』> 
■写真をイベントやテーマごとにわかりやすく管理 
・ダウンロード提供の写真整理ソフト「パソコン 
 写真整理」を使えば、パソコンに取り込んだデジカメ 
 やスマホの写真をイベントやテーマごとに 
 「アルバム」として整理することができます。 
■笑顔のベストショットを絞り込んで表示︕ 
・人物が映っている写真や笑顔の写真を自動で抽出して 
 表示することができます。１ステップで、たくさんある 
 写真の中から、子どもや孫のお気に⼊りの写真を 
 絞り込むことができます。 
■笑顔の写真⼊りのオリジナルカレンダーを作成︕ 
■写真の配置も、いろいろ楽しく︕ 
・たくさんの写真をセンス良く演出︕「フォトコラージュ」 
・写真を選びきれない︕という場合も大丈夫です。 

複数の写真を自動でレイアウトしてくれるので、かんたんにきれいなデザインが完成します。 
 
◉その他、活用方法は無限大︕ 
 
■経営するお店のお客様へ、引越しのお知らせ、新商品のお知らせ、季節のご挨拶などの送付 
■習い事やスクールの展示会のお知らせ送付 
■毎年⼀回集まる趣味のワインの会のお知らせ送付 
■退職した会社の集まり。退職者のリスト作成、集まりのお知らせ送付 
■孫のサッカー教室の大会で渡す賞状作成 
■副業における名刺作成、顧客の連絡先管理、事業名⼊り封筒やハガキ作成・送付 
■子どもの持ちものに貼るネームラベルを作成 
■好きな音楽のCD/DVD レーベル作成 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんなこと、あんなことにも。オールシーズンパックの活用例 

『筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード』『筆まめVer.27 オールシーズンパック』の 
機能、特⻑についての詳細は、筆まめネット 製品紹介ページをご覧ください。 

http://fudemame.net/products/hagaki/fudemame/ 
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ラインナップの機能概要 
お求めやすい価格の「オールシーズンパック スタンダード」、こだわって使いたい方におすすめの「オールシーズンパック」、他社はが
き・住所録ソフトからの乗り換えや、そして以前の筆まめからのバージョンアップでお得な「アップグレード・乗り換え専⽤」も⽤意し
ています。 

筆まめVer.27 シリーズ 
製品比較表 オールシーズンパック オールシーズンパック  

スタンダード 
アップグレード・ 

乗り換え専用（発売中）

価格（税抜） 6,076 円 
(DL 版: 5,200 円) 3,685 円 3,505 円 

住所録作成・宛名印刷 ○ ○ ○
他社ソフト住所録読込 ○ ○ ○
デザイン作成 ○ ○ ○
デザイン・イラスト＊1・フォント＊3 45 万点/147 書体 45 万点/147 書体 45 万点/147 書体
増量コンテンツ200 点＊2 ○ ○ ○
年賀状デザインナビ対応の 
2018 年戌年（いぬどし）年賀状＊2 ○ ○ × 

住所録活用ブック ○ ○ ×
操作ガイド ○ × ○
人名外字 ○ × ○
個人法人電子電話帳 ○ × ○
Web 筆まめ 優待版 ○ ○ ○
写真整理ソフト＊2 ○ × ×
ダウンロードで2 台目にも使える＊2 *4 ○ × ×

*1︓45 万点のご使⽤には、インターネット接続環境が必要です。/ *2︓ご使⽤には、インターネット接続環境が必要です。/ *3: 『筆まめVer.27 オー
ルシーズンパック スタンダード』のみ搭載フォントが異なります。/ *4︓2 台目⽤にダウンロード提供する製品は、『筆まめVer.27 オールシーズンパッ
ク スタンダード』です。 
 

動作環境
対応OS(⽇本語版) Microsoft Windows 10/ 8.1/ 8/ 7 SP1 以上 /Vista SP2 以上 ※ 64bitOS ではWOW64 モードで動作します。 

コンピュータ本体 Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ 

必要メモリ 
Windows 10/ 8.1/ 8/ 7︓1GB 以上必要（64bit 版の場合は2GB 以上必要） 
Windows Vista︓1GB 以上必要（Home Basic の場合は512MB 以上必要） 
・ご利⽤の環境、使⽤するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。 

必要ディスク容量 

パッケージ版 

【筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード】・・・1.4GB※1 
※1︓Windows がインストールされているドライブに、690MB 以上の空き容量が必要です。 
【筆まめVer.27 オールシーズンパック】・・・1.3GB※2 
※2︓Windows がインストールされているドライブに、820MB 以上の空き容量が必要です。 
・ご利⽤の環境、使⽤するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。 

ダウンロード版 

【筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード】・・・1.5GB※3 
※3︓Windows がインストールされているドライブに、710MB 以上の空き容量が必要です。 
【筆まめVer.27 オールシーズンパック】・・・1.9GB※4 
※4︓Windows がインストールされているドライブに、1.2GB 以上の空き容量が必要です。 
・ご利⽤の環境、使⽤するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。 

ディスクドライブ 
（パッケージ製品のみ） 

【筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード】・・・CD-ROM ドライブ 
【筆まめVer.27 オールシーズンパック】・・・・・・・・・ DVD-ROM ドライブ 

ディスプレイ 
画面の解像度︓1024×768 以上※、⾊数︓16 ビットカラー以上必要 
※ディスプレイの設定で96DPI、120DPI、144DPI、192DPI、240DPI 以外は、動作保証外です。 
※画面の解像度によって設定できるDPI 値は異なります。 

企画・開発・販売元
企画・開発・販売︓株式会社筆まめ   開発︓株式会社モーリン

Copyright・商標
Copyright 1994-2016 MORRIN CORP. Copyright 2017 FUDEMAME CO.,LTD.  
・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。・CRＣ＆Ｇ流麗⾏書体、CRＣ＆Ｇ流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男⽒に帰属します。 
・TrueTypeフォント「CRＣ＆Ｇ 〜 」は、株式会社シーアンドジイ社製です。・TrueTypeフォント「AR 〜 」は、ARPHIC TECHNOLOGY 社製です。 
・TrueType フォント「HG 〜 」は、リコーインダストリアルソリューションズ株式会社製です。・TrueType フォント「DynaFont(DFP〜）」は、DynaComware Taiwan
Inc.の登録商標です。・TrueType フォント「TA 〜 」は、スキルインフォメーションズ株式会社製です。・Microsoft（R） Windows（R）の正式名称は、Microsoft（R） Windows
（R） Operating System です。・Microsoft（R）,Windows（R）,Windows Vista（R）は、米国Microsoft（R） Corporation の米国およびその他の国における登録商標
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。



  

 7

 

会社概要

【株式会社 筆まめ】http://www.fudemame.co.jp/ 
はがき・住所録ソフト「筆まめ」、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」などの個人向け製品、「筆まめ顧
客管理 Windows 版」などの法人向け業務ソフト、CRM・SFA アプリケーション「筆まめクラウド顧客管理」や、ネット年賀状作
成サービス「Web 筆まめ」、住所録作成・編集・管理サービス「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。 

 

重要
このリリースに記載された仕様や画面などは現在開発中のものであり、改良のため予告なく変更する場合があります。 

 

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社筆まめ ライフスタイル事業部 コンシューマ営業部 販売推進課 佐々木 
経営戦略室 有田 pr@fudemame.co.jp 

TEL︓03-6414-6270  FAX︓03-6414-6271  〒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/ 

詳細資料・掲載⽤画像のダウンロード・・・http://www.fudemame.co.jp/news/dl/ 
 

●本製品に関する読者のお問い合わせ先・・・http://fudemame.net/support/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


