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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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れんげさん
とちおとめ通り 12番地 2020年4月30日まで

女性
30代

読書、お裁縫、簡単な料理、文通、お買い物

初めまして。動物好きな、子育て中の主婦です。本を
読んだり、小説を書くことも好きです。女性の方からの
お便りを楽しみにお待ちしています。よろしくお願いしま
す。

みねばさん
伊勢通り 32番地 2019年7月31日まで

女性
50代

音楽（聴くのも奏でるのも）、映画鑑賞、散歩 絵
を描くこと、字をかくこと

はじめまして。みねば、と言います。 絵を書いたり、字を書いた
り・・・が大好きです。全て自己流ですが。。。 私の自然体の姿を
出せるので、あえて教室に通ったりはせずに自分なりに好き勝手
に書いています。 どうぞよろしく。ご縁があっての手紙のやり取り
ができたら・・・楽しみにしております。

彩果（さいか）さん
彩の国通り 268番地 2019年7月31日まで

女性
60代

映画鑑賞、観劇、ジブン手帳、猫、ドラマ、綺麗
なもの、断捨離、読書

文通村のみなさん、こんにちは。 今年から、手帳をライフログと
して使うようになり、その楽しさにはまっています。 友人とはライ
ンでやり取りするだけなので、好きな万年筆で手紙が書けるお友
達がいたら良いなと思いお試しで入会しました。 話し上手ではあ
りませんが、趣味のことや日常の出来事など、お話できたら嬉し
いです。 どうぞよろしくお願いします。

みちるさん
ピーナッツ通り 265番地 2019年10月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、文通、食べること

はじめまして。 私は専業主婦で、二児の母です。 洋楽、手紙、メ
ンタルヘルス、雑貨店巡りなどに関心があります。 うつで通院中
ですが、女性の方でしたらどなたでもお手紙をお待ちしておりま
す。よろしくお願い致します。

にれほさん
どさんこ通り 198番地 2019年10月31日まで

女性
30代

読書、ラジオ聴取、スマホゲーム、ドラマ鑑賞、ホットヨガ、
カラオケ、ゼンタングル、そろばん

結婚１０年目、旦那と２人暮らしで、パート勤務をしています。毎
日ラジオを聴いていて、歌が好きです。最近は、心屋仁之助さん
の本とブログを読み漁っています。自分の中で、少しでもやりた
いと思ったことはやってみようキャンペーン中で、今回お試し入会
しました。文通は、高校のとき以来で、レターセットを買いに行く
のが楽しみです。よろしくお願いします。

いおりさん
お江戸通り 598番地 2019年7月31日まで

女性
30代

漫画、アニメ、コスプレ、映画、音楽、絵、手芸

漫画やアニメ(テニスの王子様など)が好きで、休日はコスプレをし
たり絵を描いたりしています。ペットのうさぎさんと暮らしていま
す。同じような趣味の方や、うさぎさんを飼っている方とやり取り
したいです。絵描きさんとはイラスト交換も出来たら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

つくねさん
相模ハマっ子通り 251番地 2019年10月31日まで

男性
40代

三線、ウォーキング、ランニング、温泉、畑

仕事の休みが木曜、金曜になることが多く、友だちと遊
ぶチャンスが激減してしまいました。 きっと「あたたかい
もの」があると思い、文通村で暮らしてみることにしまし
た。どうぞよろしくお願いします。

音海さん
彩の国通り 269番地 2019年10月31日まで

女性
30代

料理、漫画、コスメ、文字を書くこと、100均巡り、
レタセ集め

はじめまして。文通村で素敵な出会いがあればと思い、登録させ
て頂きました。日常の事から趣味の話、お互いのペースで少しず
つ仲良くなっていきたいなぁ～と思います。新しい世界が広がると
思うとワクワクします。少しでも気になる方がいれば、お便り頂け
たら嬉しいです。女性の方限定で、100均のレタセも使用しますの
で気にならない方でお願いします♪
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ゆずポン酢さん
もみじ饅頭通り 94番地 2019年10月31日まで

男性
30代

温泉、国内旅行、スキー、観光地で美味しいもの
を食べる、インターネットサーフィン

はじめまして。仕事にも慣れてきて、少しずつ時間に余裕が出来
てきて、何か始めようと思って登録しました。 字が綺麗なわけで
はありませんが、手紙を書くことが好きで、返事が来ることが楽し
みです。 日常の些細なことや何気ないことを文通を通じて話せた
らと思います。よろしくお願いします。

いちご大福さん
さくらんぼ通り 37番地 2019年10月31日まで

女性
20代

美味しいものを探し食べること、文房具集め、読書

いつでも食べることを考えてます笑 マイブームはパンと豆腐。 しょっ
ちゅう変わるマイブームで家族を振り回してます。 現在、1歳の息
子の育児に追われてひーひーしてますが、手紙を書きたいと思い
入会しました！

卯月さん
お江戸通り 599番地 2019年7月31日まで

女性
20代

アニメ鑑賞、ゲーム(主にソシャゲ)、グッズ収集、読書、音
楽鑑賞(主にJ-POP )

紙製品が好きなのと、文章を書くのも読むのも好きなので、お試
しで始めてみました。現在はアイドリッシュセブン(通称アイナナ)
というゲームアプリに熱中しています。色々な方とやり取り出来た
ら嬉しいです。宜しくお願い致します。

まーめいど♡さん
琵琶湖通り 38番地 2019年7月31日まで

女性
40代

国内・国際文通、文房具集め、メルカリ、コスメ、スポーツ
観戦(フィギュアスケート、プロ野球)

初めまして！ 高二の息子がいます。 文通は小学生の頃からしてい
ましたが、結婚出産を境に一切やめてしまいました。 その後息子
が中学生になってから再開し、今に至ります。たくさんの方と幅広
くよりも、少人数の方と濃い文通がしたいです！ポストカード文通
も大歓迎です♡♡ゆっくりペースでお話出来る方、よろしくお願い
します(*´ω`*)

雪だるまDXさん
お江戸通り 600番地 2019年7月31日まで

女性
20代

アニメ、漫画、イラスト、映画鑑賞、ガーデニング、コー
ヒー、煙草、お酒、料理、お菓子作り。

二次元が主な趣味です。声優は詳しくありません。イラストを描い
たり、お菓子や料理を作ったり。植物を育てたりしています。煙草
も吸うしお酒も飲みます。動物全般好きです。猫派。イラストの
交換などもしたいです。年齢は気にしません。ポストカードのやり
とり可。女性限定でよろしくお願いします。

かおりんさん
ピーナッツ通り 266番地 2019年7月31日まで

女性
30代

多趣味です。編み物、カフェ巡り、ペン習字、ラ
イブ参戦、植物、ディズニー等

はじめまして。ウサギを2匹飼ってます(^^)ウサギ大好きです。ペ
ン習字教室に通い始めて1年。自分の書く字に自信が持てたことと、
接客業を辞めてから人と関わることが少なくなり文通を始めました。
年齢問わず仲良くしてもらえたらと思います。

のりぼうさん
なにわ通り 293番地 2019年7月31日まで

男性
40代

読書、音楽鑑賞（古い邦楽）、イラスト、カメラ、
散歩、料理、お菓子作りなど。

若い頃にしていた文通を久々にまた始めたくなり、この度文通村で
暮らしてみる事にしました。 僕は４０代未婚、体の悪い母の介護
をしながら在宅勤務をしています。 何かと忙しい日々ですが、年
代・性別を問わず色んな方々と趣味の話や日々の話などをお手紙
を通じてのんびり楽しくやりとり出来れば嬉しいです。 よろしくお
願いします。

まるさん
どさんこ通り 199番地 2019年7月31日まで

女性
20代

アニメ 漫画 ゲーム スポーツ観戦 文具収集

はじめてお試し期間で入会しました♪既婚、子なしです。完全なる
女性オタです！ポケモン、ハイキュー！！、ONE PIECEが大好き
です♪特にハイキュー！！にはどハマりしてます(ﾉ)ﾟ∀ﾟ(ヾ)月に一度
はプロ野球観戦に出掛けています♪日本ハム応援してます。文具
収集を常にしています！素敵なご縁がありますように！

バズさん
しゃちほこ通り 225番地 2019年7月31日まで

女性
30代

字を書くこと、アクセサリー作り、テニス、カフェ
巡り

こんにちは！はじめまして☆ 30代女性のバズと申します。 小さい
時から字を書くこと見ることが好きで、暇さえあればペンを握り、
字の研究をしています。 自分で書いた文字を使ってやり取りをす
る文通は、私にとってかけがえのないものです。 ぜひ、色んな方
とやり取りしたいです！ よろしくお願いします☆

ちゅうさん
加賀の国通り 35番地 2019年7月31日まで

女性
40代

字を書くこと、紙モノやマスキングテープ、コラージュ、ハ
ムスター、インテリアなどなど

はじめまして！以前から字を書くことや手紙を書くことが
好きで、文通を楽しんできました。趣味の話や日常の話、
たわいのない話などなど…色々なやりとりができたら嬉
しいです。どうぞよろしくお願いいたします！
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ちびもさん
彩の国通り 270番地 2019年7月31日まで

女性
50代

推理小説、美術展、特撮、カフェ、猫

50代になって今までやらなかったことを楽しんでみようと入会しま
した。 会社員。離婚しまして子供はいません。老母と二人、心配
事もあるけれど、つつましく、のんきに暮らしています。 読書、国
内外ミステリ、文章を考えること、美術館・博物館めぐり、動物が
好きです。ときどき観劇。 オタク気質ですが知識は狭く浅く。今
はJOJOと特撮（ニチアサ）が楽しいです。

あやめさん
彩の国通り 271番地 2019年7月31日まで

女性
30代

手帳 日記 ノート トラベラーズノート 文房具 シール
マスキングテープ

子供が生まれたばかりの主婦です。毎日赤ちゃんのお世
話に追われ、言葉の通じる大人とのやりとりが欲しいなぁ
と思い始めてみました。手帳やノートを書くのが好きで
す。よろしくお願いします。

ちぃさん
なにわ通り 294番地 2019年10月31日まで

女性
20代

読書(漫画、小説)、音楽鑑賞、映画鑑賞、アニメ、
YouTube、温泉、写真

初めまして。ちぃと言います。 年齢、性別問わずいろいろな方と
出会えればいいなと思ってます。 そして文通を趣味にしたいで
す‼︎ 日常の事や趣味のお話などいろいろなお話聞きたいです。
文通初心者ですが、よろしくお願いします。

姫伽さん
どさんこ通り 201番地 2019年7月31日まで

女性
30代

ハンドメイド、写真、吹奏楽、芝居、カラオケ、映画、海
外ドラマ、ディズニー、旅行、散歩、

仕事の傍ら趣味でアクセサリーやカードを作ったりしています。イ
ベントでハンドメイド商品を販売することもあります。 もともと、
文通をしていたのですが、仕事の都合でなかなか上手くいかずに
いました。 仕事も落ち着いてきたのでまた始めようと、参加を決
めました。 まずはお試しコースでやってみようとおもいます！ よろ
しくお願いいたします

趣味人さん
もみじ饅頭通り 96番地 2019年7月31日まで

男性
20代

万年筆

手書きの字が好きです。「ツバキ文具店」を読んで手紙
に興味が湧きました。受け取った方に喜んで頂けるよう、
誠心誠意努力致します。

えもんさん
さるぼぼ通り 52番地 2019年10月31日まで

女性
20代

神社巡り、温泉、散歩

初めまして。社会人2年目になるえもんです。 昔から文
通に憧れていて、入会致しました。 御朱印を集めたり、
温泉入ることが好きです。 たまに色々な所へ放浪します。
よろしくお願いします。

さんちゃんさん
越後通り 75番地 2019年7月31日まで

男性
50代

読書、ドライブ

船旅での世界旅行に興味があります。将来は実行して
みたいです。 また投資の世界で成功すること。

しらたまさん
お江戸通り 601番地 2019年10月31日まで

女性
20代

メイク・ネイル・お洒落／アニメ・漫画／猫（動物
全般）／赤西仁／LGBTQ+

昔、こども新聞から文通してたなぁと思いお試しで始めてみました。
最近はアニメメインですが、可愛い女の子〜イケメンまで幅広く
浅くオタク属性です。。 愛猫の毛と戦いながら、お洒落も楽しん
でます♪ 趣味や日々のあれこれ、日常生活の合間にゆっくりとお手
紙でお話できたら嬉しいです。

紅里さん
相模ハマっ子通り 253番地 2019年10月31日まで

女性
20代

写真（景色）・紅茶・マステや紙物集め・天体観測・読書・ア
ニメ・映画・YouTube

はじめまして、紅里(くり)です。お手紙で沢山の方とお話をしてみ
たい、そんなときにこの村と出会いました。 趣味の事や日常の事、
好きな物や新しい事を楽しんで語り合うことができたらとても素敵
だと思い入村しました。 ポストカードなどこれから沢山のお手紙の
形を体験していきたいと思っています。 様々な形で様々なお話が
できたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。

桜田 蕾音さん
お江戸通り 602番地 2019年10月31日まで

女性
10代

広く浅くしております。

初めての文通村です。 社会人になりたての女の子です。 色んな
お話がしたいし、色んなお話を聞きたいので、お時間のある方、
お相手していただけると嬉しいです。 最近、失恋をしたので、そ
のお話を聞いてくださると嬉しいかもです。
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すてらさん
常陸の国通り 42番地 2019年10月31日まで

女性
20代

ディズニー＊Eテレ(特におかあさんといっしょ)＊音楽(特に倖
田來未さん、藤田麻衣子さん)

わたしは精神障害を持っています。現在は仕事を休暇中でまた文
通がしたいと思い再開しました。(みなむ→すてらに名前変更しま
した。)ロンレタOKです！デコることやイラストが苦手なので、デ
コレタ大歓迎です！イラストなども大歓迎です♡楽しくゆっくり自
分のペースに合わせながら文通をしていけたらなと思います！よろ
しくお願いします( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )♡

ひまりさん
お江戸通り 603番地 2019年7月31日まで

女性
20代

ハンドメイド（手芸・洋裁）、読書、ラジオ、塗り
絵

初めまして。ひまりと申します。手紙を書くことが好きで、この文
通村は前々から気になっていたのですが、なかなか入会に踏み込
めず…この春、社会人になったのをきっかけに、思い切って入会し
ました！ハンドメイドが趣味で、洋服やアクセサリーなどを作った
り、見たりするのが好きです。年齢・性別関係なく、いろいろな方
との文通を楽しみたいです。よろしくお願いします。

紫陽花さん
相模ハマっ子通り 255番地 2019年7月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、漫画、コスメ、美味しいもの探し、音楽、
モノづくり、文房具集め、和物 etc.

はじめまして。文通初心者です。マナーや返信速度など失礼のな
いようにしたいと思いますが、気軽な文通を希望しております。多
趣味ですが、更に視野を広げるためにも同じ趣味の方はもちろん、
趣味は合わないという方も日々のことなどお話しできたら嬉しいで
す。 年齢性別など特に問いませんので、よろしくお願い致します。

ますっちさん
うつくしま通り 66番地 2019年7月31日まで

女性
30代

読書、映画観賞、バドミントン、音楽、手話

はじめまして。私は生まれつき中度の難聴ですが、前向きな気持
ちを忘れずに生きようと努力しているところです。好きなことは本
を読むこと、映画を観ること、音楽は安室奈美恵さん、BIGMAMA
を良く聴きます。よろしくお願いいたします。

小径さん
相模ハマっ子通り 256番地 2019年10月31日まで

女性
30代

翻訳小説を読む、近場旅行、映画鑑賞、お酒を少
し、万年筆、カレー

数秒で済ませてしまうデジタルの言葉が多すぎて、ペンで気持ち
を書き、読んでみたいと思っております。人の個性の出る筆跡が
好きです。文字で美味を語り合いたいです。あなたのおうちのカ
レーの隠し味は何ですか？久しぶりのデートならどんなメニューを
オーダーしますか？など。どうぞよろしくお願い致します。

いぬまるさん
茶畑通り 127番地 2019年7月31日まで

女性
20代

お笑い、心霊ホラー、ファッション、コスメ、植物

はじめまして 毎日スマホにかじりつく生活をなんとかしたいのと、
元々手紙やメールなど文章でのやり取りが好きなのとで登録させ
ていただきました 趣味が合いそうな方ともそうでない方ともいろ
いろなお話をして自分の知識や興味の幅を広げていけたらなぁと思っ
ています 字はヘタクソですが、懇切丁寧なお返事を心がけており
ます^ ^ どうぞよろしくお願いします

ぶんさん
平城京通り 53番地 2019年10月31日まで

女性
40代

文鳥、映画・音楽鑑賞、ドライブ、ハイキング、海・山・川
など綺麗な景色を見ること、旅行

はじめまして。独身です。数か月前に乳がん治療が終わりました。
普段は元気なので病気のことは忘れているくらいですが、たまに体
調が悪くなったりすると再発の心配や不安でたまらなくなる時があ
ります。同じような病気で闘病されていた・されている女性の方、
又は、趣味が同じ・同じでない独身女性の方と色々なお話が出来
ればいいなと思っています。宜しくお願いします。

りつさん
とちおとめ通り 79番地 2019年10月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、読書、文房具集め、文通、写経、書道、
御朱印集め

字を書く事が好きで、2年程前から文通を始めました。小学生の子
供を持つ母です。フルタイム勤務の為、毎日仕事と家庭と忙しく
日々ですが、お手紙を書く事が楽しく良い気分転換になっています。
同じ趣味を持つ女性の方限定でやり取り出来たらと思っています。
よろしくお願いします。

さとっちさん
ピーナッツ通り 267番地 2019年7月31日まで

女性
40代

海外ドラマ、ディズニー、心霊ホラー、東方神起、
スマホ

はじめまして。5歳と1歳の息子がいるパート主婦です。 動物が好
きで、猫・フクロモモンガ・リクガメと暮らしています。 趣味や日
常のこと、相談から愚痴まで、色々とお手紙を通じてお話したいと
思っています。 よろしくお願いします。

ちまちまさん
加賀の国通り 36番地 2019年7月31日まで

女性
20代

文通、カフェ巡り、100均巡り、子供服屋巡り

初めまして！石川県に住んでいるちまちまですよろしく
お願いします！ 今1歳１ヶ月の子育て中です！ 女性の方
も男性の方も年齢なども気にせずたくさんの方とお話で
きたら嬉しいです！よろしくお願いします！
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こはるさん
うつくしま通り 67番地 2019年7月31日まで

女性
30代

映画・アニメ鑑賞、読書、動物園・水族館、猫、う
さぎ

小さな同居人、猫とうさぎと暮らしています。 素敵なポストカード
やシール、レターセットなどに憧れはするものの、出す相手がいな
い…。 無機質な毎日の中、お互いにポストを開ける楽しみになれ
ばと思い始めてみました。 どうぞよろしくお願い致します。

えみさん
六甲通り 109番地 2019年7月31日まで

女性
30代

高校野球観戦、TOKIO、パズル（漢字・クロスワー
ド）、昭和レトロ

初めまして。文通に学生時代に憧れてました。文通村を知り、ま
ずはお試しですが入会しました。精神疾患があり、現在は無職で
す。でも、家に引きこもらず外に出て散歩するのが、最近の日課
です。楽しくお話が出来たらいいなと思います。よろしくお願いし
ます。

ハルカさん
相模ハマっ子通り 257番地 2019年7月31日まで

女性
40代

国内ひとり旅、風景印集め、ギター、消しごむハ
ンコ作り、音楽鑑賞、読書

夫と小学生の息子の3人家族です。ひとり旅をしたとき人との出会
いがとても楽しく、同じように文通で誰かと出会えたら楽しいだろ
うなぁ、と思って入会しました。いろんな地域の方とやりとり出来
ることを楽しみにしています。


