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ここでは新規入村者情報を掲載して
います。更新者情報はホームページ
上に掲載、または会員様ページへロ
グインすると「更新期限付きの村人検
索」や「ふみ友リスト」をご利用いた
だけます。
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なずなさん
お江戸通り 407番地 2019年10月15日まで

女性
30代

美術、史跡巡り、クラシック音楽、楽器、文房具、
散歩、星、エアプランツ

はじめまして。文通は初めてです。最近手書きのあたたかさに気
づき、文通に興味があったのもあって入会しました。 日々のことや
趣味のことなど、色々とお話しできたらと思います。年齢性別は不
問です。よろしくお願いします。

Nikiさん
茶畑通り 100番地 2019年7月15日まで

男性
20代

手帳、マステ、万年筆、インク、カフェ巡り、読書、アニメ、
お絵描き、ゲーム、星空、アリス

過去入村しており多忙により休止してましたが、落ち着きましたの
で再入村しました。お手紙が停滞していた方には再送します。引
き続き文通して頂ければ幸いです。マステ集め、読書（ラノベ）、
お絵描き、星空撮影などなど多趣味です。自作レターセットで発
送する事が多いのでそれでもいいよって方だと嬉しいです・ｘ・老
若男女問わず文友様募集しております！

かえさん
しゃちほこ通り 224番地 2019年7月15日まで

女性
30代

映画観賞、カフェ巡り、旅行、料理、文具集め、
雑貨屋巡り、神社＆寺巡り、裁縫、

はじめまして。愛知に住む33歳です。介護の仕事をしています。
趣味や仕事の話、普段の生活であった様々な話をお手紙にてお話
がしたいです。 中学の頃よく、手紙のやりとりをしていました。こ
のような場所を利用するのは初めてですので、宜しくお願いします。
20代〜40代の女性の方からお待ちしています。宜しくお願いしま
す！

キャラメルさん
きびだんご通り 69番地 2019年7月15日まで

女性
40代

ディズニー、旅行、映画鑑賞、食べ歩き、ＳＮＳ、
スマホゲーム、犬

初めまして、私は、２０年以上色々な方と文通などしてきました
が、手紙を書きたくなり申込みました。バツイチ再婚で３人の子
供がいます。犬も飼ってます。女性限定でお願いします。共通点
が一つでもあると嬉しいです。

はるさん
うつくしま通り 64番地 2019年7月15日まで

男性
20代

映画鑑賞、ゲーム、旅行、一人カラオケ、漫画、
テレビを見る

初めまして。大学生をしています。某ビデオレンタルショップ
でDVDのパッケージを見ながら映画を選ぶのが好きです。休日は
家でゴロゴロするのが多いです。文通は全くの初心者ですが、よ
ろしくお願いします。のんびりできたら嬉しいです。

佐倉さん
杜の都通り 97番地 2019年10月15日まで

女性
40代

映画や海外ドラマ、漫画本、音楽鑑賞。１００均
や花屋巡り、切手やレターセット集め

初めまして、こんにちは。 年度や元号も変わるし！と新たな出逢
いを求め、入会しました。 戴いたお便りから想像し、好みのレター
セットで手紙を書く。待つ間もキュン♥️とするレターセットを捜し
歩く毎日を楽しんでいます。 さり気ない近況やマイブームを話し、
お互いの刺激になると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願いします。

あやにゃんさん
彩の国通り 261番地 2019年7月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、映画鑑賞、ショッピング、化粧品、ネイル、フェ
ス、チョコミント、うさぎ 、猫

文通をしてみたくて入村しました。お互いの趣味の話をしたり、世
間話しをしたり時には相談したり楽しく文通出来たらと思っていま
す。音楽が大好きでロックフェスなとよく行きます。コスメを集め
るのも好きです。ドラマも録画してみてます。ネコアレルギーです
が猫好きです。のんびり楽しく文通できたらと思ってます。よろし
くお願い致します。

美琴さん
彩の国通り 262番地 2019年7月15日まで

女性
40代

ヨガ、 ランニング、海外ドラマ、文房具屋巡り、
マスキングテープ集め、シール集め

可愛いレターセットやシール、マスキングテープなどた
くさん集めているので、色々な地域の方達とお手紙を交
換していきたいです。どんな方達に出会えるのか今から
ワクワクしています！
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みな⋈*｡ﾟさん
六甲通り 203番地 2019年10月15日まで

女性
20代

お菓子作り＊文房具・シール集め＊

こんにちは\( * ´ ` * )/♡ 好き//アリエル・ディズニー・サンリオ・う
さぎ・文房具集め・お菓子作り・旅行・無印・紅茶・ピンクなど♡*°
共通点あってもなくても、色々な方と沢山お話したいです(*ˊᵕˋ* )
よろしくお願いします✩.*˚

おこめさんさん
砂丘通り 17番地 2019年7月15日まで

女性
30代

ドライブ、パン屋さん巡り、文房具集め

田舎で２人の子供を育てるワーキングマザーです。子育
て、趣味、日々の出来事など色々な方とお手紙を通して
お話してみたいです！お便りお待ちしてます！

めぐ88さん
ちょるる通り 46番地 2019年10月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、音楽鑑賞、手帳、手紙、

10歳、1歳の年の差兄弟の母です。仕事や家事、育児
の合間に手帳に書いたり手紙をしたりが好きです。長い
お手紙も書けますので、ぜひいかがですか？

紺野さん
土佐の国通り 28番地 2019年7月15日まで

女性
20代

読書(歴史小説やお仕事小説)、ピアノ、DVD 鑑賞、ゲーム、
漫画、国内旅行、英語の勉強

幕末明治の歴史が好きで、単身で高知に移住しました。ゲームは
逆転裁判シリーズが大好き。高知にゆかりのある方、英語の勉強
を頑張っている方、逆裁好きな方とやりとり出来たらなあと思って
います。もちろん他の趣味でピンと来てくださった方も大歓迎です！
文通初心者ですが、よろしくお願いいたします。

おかげさまさん
六甲通り 204番地 2019年10月15日まで

女性
30代

読書、独学ストレッチ、ネットサーフィン

主人を亡くしてから、自宅と職場の往復を繰り返してます。 文通村
が面白そうだと目にとまったので参加してみようかと思いました。
お互いに堅苦しくなくありのままでいれるのが理想です。手紙が届
く事を楽しみに待ってます。 よろしくお願いします。

花兎さん
古都みやび通り 115番地 2019年7月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、ウィンドウショッピン
グ、植物育てる

はじめまして！文通が長年の楽しみです。夫婦プラス愛犬と住ん
でいます。映画が好きで毎月一本観に出かけます^_^洋画と洋楽
が好きです。動物が好きで、特に犬、猫、鳥、イルカが好きで
す^_^よろしくお願いします！

Yunさん
加賀の国通り 34番地 2019年7月15日まで

女性
20代

文通 / 写真 / カラオケ / ドライブ / カフェ巡り

初めまして！息子 (４歳) 育児に奮闘する兼業主婦です。小さい頃
からお手紙を書くのが大好きで、丁寧に心を込めて送らせて頂きま
す。高校生の時から浜崎あゆみさんのファンで、少し前までライブ
にもよく行っていました。基本的にどんな話題でも食いつきます。
是非楽しくお手紙のやり取りが出来たら嬉しいです ♡

ぬおぬおさん
杜の都通り 99番地 2019年7月15日まで

男性
20代

読書、アニメ、ラノベ、漫画、鉄道旅、一人旅、
温泉巡り、ものづくり

大学生です。子供の頃から風船に手紙を付けて、受け取った知ら
ない人と文通するのが夢でした。 基本家の中でインドアに過ごし
ていますが、休みの日にぶらっと出かけるのが好きです。 いろい
ろな方とお話しできたらなと思っています。よろしくお願いします！

ふじりんごさん
お江戸通り 589番地 2019年10月15日まで

女性
30代

ドライブ、読書、シール集め、お散歩、スキー

はじめまして！書くことが好きなのと雑貨が好きなので始めてみま
した。可愛いレターセットがたまってきたのもきっかけです！医療
系のメーカーで働いています。主人と二人暮しです。気軽に楽しく
文通出来れば嬉しいです。宜しくお願い致します。

ぱんだちゃんさん
琵琶湖通り 36番地 2019年10月15日まで

女性
30代

ランニング、食べる事、アマゾンビデオ鑑賞、文
具集め、お菓子作り、

こんにちは。文通が久しぶりにしたいと思い応募しました。私は既
婚者で中1と小学4年生の子供がいます。 日常のお話や相談などい
ろいろ話せたら良いなと思っています。海外で暮らしていて今年か
ら日本に帰ってきました。たくさんのお友達が欲しいです…よろし
くお願いします。
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山田さん
どさんこ通り 195番地 2019年7月15日まで

女性
20代

読書、映画、音楽、旅行、カメラ、ハンドメイド、カフェ巡
り、ゲーム、イラスト、ディズニー等

はじめまして、山田と申します。 ２０代後半、日々仕事を中心に
過ごしている中、ふと誰かへ文字を綴りたいと思い参加表明させ
て頂きました。 年齢、性別問わず多々の方々と日々の出来事等を
語れたらと思います。 のんびりと宜しくお願いします。

ゆきなさん
ピーナッツ通り 264番地 2019年7月15日まで

女性
40代

乗馬、野球観戦(カープファン)、ウクレレ、海外ドラマ（ダ
ウントンアビー、大草原の小さな家

初めまして。 子供の頃から手紙が好きでした。昔からお友達を作
るのが苦手で電話や対面より文章の方が何でも話せるタイプです。
現在は独身、フルタイムの会社員で忙しい日々ですが、ふと寂しく
なります..。 全国の誠実で優しい方と色々本音トーク出来たら嬉し
く思います。 煙草は嫌いですがお酒は少し嗜みます。どうぞ宜しく
お願いします。

鈴華さん
お江戸通り 591番地 2019年7月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、読書、音楽鑑賞、カラオケ、家事
全般

はじめまして。鈴華(りんか)と申します。最近手紙を書いて手紙の
温かさを思い出し、文通をしたいと考え、登録しました。アニメと
漫画(どちらもジャンル問わず)が特に好きで、おすすめの作品を勧
めあったり、日常のちょっとしたことを書いて仲良くなっていけばと
思っています。読書は推理小説中心にビジネス書やラノベも読み
ます。こんな私でもよければ、よろしくお願いします。

蜜柑さん
うつくしま通り 65番地 2019年7月15日まで

女性
60代

野球、映画鑑賞、音楽鑑賞、落語

はじめまして。文通は、高校時代以来で、ワクワクしています。
野球の応援(横浜ベイスターズと、楽天イーグルスファン) ライブ(怒
髪天、OAU、東京スカパラ、四星球、打首獄門)映画、落語、演
劇も好きです。ビールを飲みながら、我が家の可愛い猫達を撫で
ている時が至福の時です。今は大河ドラマ「いだてん」にハマり中
です。よろしくお願いします。

苺大福さん
六甲通り 205番地 2019年7月15日まで

女性
30代

読書、ジグソーパズル、神社仏閣巡り

学生時代文通で多くの方と知り合い、日々の関心事や悩
み事を文を通して語り合いました。仕事をはじめてから
文通とは遠ざかっていましたが、また文を通して日本中
の方とお話する機会が持てたらと思います。

ゆんさん
砂丘通り 18番地 2019年7月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、LIVEに行く、アニメ、漫画、写真、犬

はじめまして。LIVEに行くことが大好きです。最近、ミラーレス一
眼を購入しましたが、まだまだ勉強中です。半年程前に保護犬を
迎えて犬のいる生活を楽しんでいます。色々な方と楽しくやりとり
できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

KobeNEROさん
六甲通り 206番地 2019年10月15日まで

女性
40代

読書、旅行、水泳

小学4年生の娘と保育園年長の娘を持つ、いわゆるワーキング・マ
ザーです。毎日が、ものすごいスピードでドタバタと(!)過ぎていく
中、そういえば、昔、文通していたな、ゆっくり手紙を書く時間が
好きだったな、と思い出し、久しぶりに文通がしたくなりました。
同じような境遇の方、全く違った境遇を生きていらっしゃる方、い
ろんな方とゆっくりお話が出来ればと思っています。

亜希さん
彩の国通り 264番地 2019年7月15日まで

女性
30代

マステ収集、刀剣乱舞、音楽鑑賞、ご当地フォル
ムカード

初めまして！SNSで文通村を知り、まずは3ヶ月登録させていただ
きました。刀剣乱舞にハマっていて、2019年5年で審神者就任2年
目を迎えます。音楽はLa'cryma Christiが大好きです。『おっさん
ずラブ』が大好きなOL民でもあり、夏に公開される劇場版が今か
ら楽しみで仕方ありません！字は綺麗ではありませんが、もしご
縁がありましたらよろしくお願いします。

アルネさん
お江戸通り 592番地 2019年7月15日まで

女性
30代

和菓子、神社仏閣、美術館、カフェ、雑貨屋、街歩き、旅
行、読書、登山、民芸、高校野球

夫婦ふたり暮らし。休日は和菓子屋めぐりをかねた街歩き。美術
展に行く度買いためたポストカードもやり取りさせてもらえたらう
れしいです！ 文通初心者ですが、文字を書くこと自体が好きなの
で、それだけでも今からワクワクしています。趣味の近い方、そう
でない方とものんびりお手紙交換したいです。よろしくお願いいた
します。

ちぃまるさん
琵琶湖通り 37番地 2019年10月15日まで

女性
10代

ハムスター、BTS、スピリチュアル、ゲーム（アイ
デンティティ）、都市伝説、心霊系

ハムスターを2匹飼ってます。KPOPとスピリチュアルな
話が大好きな高校生です。どなたでもお手紙いただけ
たら嬉しいです。
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美咲さん
越後通り 74番地 2019年10月15日まで

女性
30代

映画、ドラマ、雑貨屋さん、お出かけ、セルフネ
イル、登山

30歳専業主婦8歳10歳の息子がいます。 普段は学校に通えない子
どもやそばで支える親御さんを対象に手書きの手紙から心を開い
て貰えるようプロジェクトを立ち上げ活動をしています。 よくアク
ティブで自由だと言われます^ ^ 届くのが楽しみに、何度でも見返
したくなる手紙を心がけてます。わたしの文通相手は年代が幅広
いので、レタセこだわり無い方だと助かります！

でこさん
ちゅら海通り 41番地 2019年7月15日まで

女性
30代

手芸(裁縫)、生地集め、ラジオ、お笑い、旅行、コスメ、マ
ステ＆シール、イラストロジック

趣味で始めたハンドメイドが今では本業になりつつあります。カラ
フルな物が好きで、シールや紙モノを集めています。サンリオが大
好きです♪ 最近はA3!というゲームにハマっていて、同人などにも
理解があります。深夜ラジオ(junk)リスナーです。 女性限定で、
どれか一つでも趣味が合えば年齢や未婚既婚は問いません(私は未
婚です)。よろしくお願い致します☆*。

ゆきさん
なにわ通り 290番地 2019年10月15日まで

女性
20代

読書、天体観測、旅行、お笑い、温泉、海、空、YouTube
でゲームの実況プレイを見る

小さい頃から手紙が大好きでよく友達と文通をしていましたが、大
人になると携帯電話ばかりで文通を続けてくれる友達がいなくなっ
てしまい、さみしく感じている時に文通村を知りました。 日常の他
愛ない会話などどんなことでもいいので、楽しく文通が出来たらと
てもうれしいです！ よろしくお願いします！

ゆあらさん
さくらんぼ通り 36番地 2019年10月15日まで

女性
30代

レタセ、マステ集め、文具、カフェやパン屋巡り、
温泉、雑貨屋、ハンドメイド

０歳児（男の子）のママしています。育児の話や日常の何気ない
話、趣味の話などなど楽しく文通を通してお話したいです。育児の
合間の息抜きにレタセを選んだり手紙を書いたりゆったりとした時
間を楽しめたらいいなと思っています。よろしくお願いします。

いゆさん
お江戸通り 485番地 2020年4月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ランニング、カフェ巡り

以前は、"ゆー" という名前で登録しておりました。 私生
活が落ち着いたので再開したいと思います。 お手紙お
待ちしております。

よーかんさん
彩の国通り 265番地 2019年10月15日まで

女性
30代

ショッピング、カメラ、J-ROCK、手芸、カフェ巡り、
旅行、無印良品

文通は小学生以来です。 2歳の女の子を育てながら、フルタイム
で事務の仕事をしています。 最近は編み物や子供服作りに興味が
ありますが、中々完成しません…(~_~;)笑 他にもカメラで子供や
風景を撮ったりすることが好きです。 最近は娘の影響でディズニー
にもハマりつつあります。 気が合いそうな方、ぜひ仲良くしてくだ
さい(^^)

北山ゆかさん
お江戸通り 594番地 2019年7月15日まで

女性
50代

読書、園芸、散歩、映画、音楽、文房具、文章を
書くこと

初めまして。猫、犬と暮らす主婦です。子どもの成人を機に入村
しました。カトリックに転会したクリスチャンです。動物や自然が
大好きです。音楽はクラシック、特にミサ曲など宗教音楽が好き
です。 ますます便利に迅速になっていく世界に流されず、急がず
ゆっくり、丁寧に暮らしていきたいと思っています。よろしくお願い
します。

マカロンさん
どさんこ通り 196番地 2019年7月15日まで

女性
30代

文通･レタセ集め レタセ交換･スタバで(｡-ω-)ﾉ<ﾉﾝﾋﾞ
ﾘ♪

初めまして(⋆ᵕᴗᵕ⋆).+*ﾍﾟｺ 何年か前から文通村の事が気になりつ
いさっきほどお試し期間で取り敢えず加入してみました( ˙꒳˙ᐢ )
いろんな方と出会えたら嬉しく思いますなのでよろしくお願いしま
す⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾

しずくさん
彩の国通り 266番地 2019年7月15日まで

女性
20代

季節を感じられる遊び、観劇(宝塚)、カフェ・アフ
タヌーンティー巡り、犬

こんにちは。夫と犬2匹と暮らしています。春には花見、
夏には海、秋には紅葉狩り、冬はイルミネーションと季
節を感じられる遊びが好きです。お互いの事や最近あっ
た楽しかった事など、ゆっくり話せたら嬉しいです。

しほさん
お江戸通り 595番地 2019年7月15日まで

女性
20代

読書

本や新聞を読むこと、テレビドラマを観ること、チョコレー
ト、梅干しが好きです。 よろしくお願いします。
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こうちゃんさん
日向の国通り 23番地 2019年7月15日まで

女性
20代

野球観戦、お菓子作り、旅行、ジブリ、パズ
ル、DVD鑑賞、ネットショッピング

はじめまして☆現在子育て中の28歳です！元々お手紙を書くのは
好きでしたが最近はLINEなどばかりでお手紙書くこともなくなった
ので登録しました♬野球が好きです！高校野球、プロだとソフトバ
ンクホークスのファンです！よろしければご年配の方などとも文通
してみたいです♬DVDはジャンル問いません！特に好きなのは劇
場版名探偵コナンです☆よろしくお願いします(^O^)

みみこさん
相模ハマっ子通り 250番地 2019年7月15日まで

女性
30代

読書、美術館巡り、雑貨屋巡り、民芸、お散歩、
国内旅行、こけし

フルタイムで事務の仕事をしている30代女性です。結婚一年目で
夫とのんびり二人暮らしをしています。美術館や雑貨屋を巡り、ポ
ストカードを買ったり、雑貨を眺めることが好きです。 忙しく通り
すぎてしまう毎日ですが、文通を通して苦手な料理や家事を楽しく
する方法や、オススメの美術館や小説など、幅広い年齢の女性の
方とたわいのないやりとりができたら嬉しいです。

けいちゃんさん
お江戸通り 596番地 2019年7月15日まで

女性
30代

花を見て楽しむ、散歩、料理、フェス参加、美味し
いもの巡り

初めまして。学生の頃は文通をしていましたが、ひさびさにやりた
いなと思っています。 音楽などはラルク、Perfume、クラシッ
ク、EDM、ASMRをよく聞きます。アニメはセーラームー
ン、CLAMP、ごちうさ、フルバ、エヴァが好きです。オシャレなも
のより食べ応えのあるものを食べに行くのが好きです！文字は汚
いと思いますが、ゆったりとやり取りができたら嬉しいです！

つきのわさん
彩の国通り 267番地 2019年7月15日まで

女性
20代

オカルト、スピリチュアル、カメラ、ゲーム

オカルト趣味です。うちにはタルパがいるのですが、その人達と
の日常をゆったりとお話ししたいです。タルパって何？！という方
も、怖いものみたさ(？)の方も、うちにも思念体がいるよーという
方も、タルパの存在を否定しない方であればお気軽にご連絡くだ
さい。当方スピリチュアル思考してますが、宗教などには入ってい
ませんのでご安心ください(笑)

ジャスミンさん
火の国通り 33番地 2019年7月15日まで

女性
50代

読書 神社巡り 御朱印集め 嵐 占い 美術館

はじめまして。文通をしてみたくなり、入会しました。
看護師をしています。よろしくお願いいたします。

おこじょさん
なにわ通り 291番地 2019年10月15日まで

女性
30代

美術館探訪、読書、スケッチ、書道、手芸(主に編み物)、
お散歩、登山、古典芸能(雅楽、お能)

初めまして。文通という夢のある交流に憧れて、入会いたしました。
古いものやもの作り、自然などが大好きです。趣味のお話や、お
住まいの地元の風物など、何でも聞かせていただければ嬉しく思
います。お葉書や絵手紙などもお待ちしております。どうぞよろし
くお願いいたします。

暁さん
越前通り 19番地 2019年7月15日まで

男性
20代

国内旅行、雑貨屋を見ること、温泉に入ること、音
楽を聴くこと

初めまして。今年（令和元年）から大学4年になる暁です。文通と
いうものを初めてするので、のんびりとできる方お願いします。仕
事に就いてから、ペットを飼ったり、アクアリウムをしたり、DIYを
したりと色々とやってみたいことがあります。優しい方教えて下さ
い！

櫂さん
お江戸通り 597番地 2019年7月15日まで

女性
40代

アイルランド、航空祭、ネコ、音楽鑑賞、旅行風
水、アロマテラピー、歌うこと

40代、人生ソロ活動中の櫂といいます。趣味が同じ人との出会い
を求めて登録してみました。趣味がかぶる方もそうじゃない方もの
んびり気軽にお手紙交換しましょう。ちなみに歌手なら村下孝蔵さ
んが好きです。よろしくお願いします。


