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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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ひまわりさん
杜の都通り 55番地 2019年8月31日まで

女性
20代

旅行、料理、外食

はじめまして(^^)。 昔から手紙を書くのがすきで小中学生の頃は
文通をしていました。 また、文通がしたいなと思い文通村をはじ
めました。 仕事は看護師をしています。 20代〜30代の方で、男
女は問いません(^^) 楽しくやりとりができればと思っています。よ
ろしくお願いします(^^)。

夢子さん
琵琶湖通り 39番地 2019年8月31日まで

女性
40代

読書

仲良く宜しくお願いします。

いろはさん
しゃちほこ通り 228番地 2019年8月31日まで

女性
20代

文通、紙モノ、映画・アニメ鑑賞、ライブ・フェス
参戦、洋服、花屋巡りなど

一年半程前から文通を始めて、気になっていた文通村へのお試し
入村を決めました。年齢や性別は全く問いません。他愛のない話
から日常の出来事、ちょっと深い話など、色々な方との文通が楽し
めたら良いなと思います。よろしくお願いします。

紅子さん
ねぷた通り 33番地 2019年8月31日まで

女性
30代

純喫茶、料理（郷土料理）、レトロ雑貨、コスメ
好き

女子限定 月2〜3回のペース 長く続けられるのが理想

かのえさん
お江戸通り 617番地 2019年8月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、カフェ巡り、古着屋巡り、カフェで読書、
旅行、美味しいものを食べる

はじめたばかりです。映画が好きで、一人でもよく映画館に行き
ます！ミニシアター系を観ることが多いです。 海で泳いだり、野
原でボーっとするのも大好き。 言葉で話すのが不得意なので、お
手紙で色んな方とお話しできたらと思います。よろしくお願いしま
す。

カピバラさん
お江戸通り 618番地 2019年8月31日まで

女性
40代

自然、旅行、温泉、散歩、パン、紅茶、動物、ア
ロマ

文通は子供のころからの趣味です。 女性の方とポストカードや一
筆箋、ミニレターのようなものでやり取り出来たらと思います。。
季節の変化を楽しむ散歩や旅行が大好きなので、 同じような趣味
をお持ちの方と、ゆっくりと共有出来れば嬉しいです。 どうぞ宜し
くお願いします。

みちるさん
お江戸通り 619番地 2019年11月30日まで

女性
30代

アニメ、漫画、ドラマ、音楽、文房具、

みちると申します。 中学～大学まで文通をしていました。
アニメは約束のネバーランド、おそ松さん、ポプテピな
ど。小説は十二国記。音楽はスピッツ。文房具は万年
筆にハマっています。

ゆずさん
お江戸通り 620番地 2019年8月31日まで

女性
50代

映画鑑賞・旅行・神社巡り

中学時代には友人と文通をしていました。ふいに古き良
き時代を思い出しパソコンに頼らず、手書きの文字で交
流したいと思い入会いたしました。 日々のこと趣味のこ
と色々とお話できれば嬉しいです。
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ぽんさん
しゃちほこ通り 77番地 2019年8月31日まで

女性
20代

文通、ショッピング、ネイル、YouTube、体を動かすこと、
ゲーム、読書、ネットカフェ

文通村出戻りしました！独身で会社員です。 趣味・共通点の多い
方で、10～30代の方と文通がしたいです。 特にポケモンやどうぶ
つの森、クレヨンしんちゃん、YouTuberの話ができる人大歓迎！
昨年転職をしてから休みの日を有効に使おうと思い、最近は休み
の日に手紙を書くことが多いです。楽しく文通ができる方、ぜひよ
ろしくお願いします♪

玲さん
どんたく通り 163番地 2019年8月31日まで

女性
40代

読書、キャラクターもの集め(リラックマ、キティちゃ
ん等々)、音楽鑑賞

40代前半、既婚で子供はいません。 小学生の頃から、文通が好き
です。 ここ数年は、ほとんどやり取りはしていません。よく聴く音
楽は、B'zやまふまふ、After the Rain、Acid Black Cherryです。
躁うつ病を持っていますが、よろしくお願いします。 女性の方のみ
でお願いします。

ぴいさん
古都みやび通り 118番地 2019年8月31日まで

女性
20代

音楽、ヨガ、よさこい、カフェ・スイーツ巡り

今年社会人になったので始めてみました！ゆるく楽しみ
たいと思います。旅行に行ったらポストカードとかも送ら
せて頂きたいです！趣味が合っても異なっても、いろん
な方とやりとりしたいです。よろしくお願いします！

すみさん
ねぷた通り 34番地 2019年8月31日まで

女性
20代

旅 (一人旅も好き )カメラ ハンドメイド 料理 カフェ
巡り

文通大好き人間です☺︎色々な人と色々なお話をお手紙
でして、仲良くなりたいです♩年代・ジャンル問いません。

ちえさん
お江戸通り 621番地 2019年8月31日まで

女性
30代

コラージュ、手帳、映画、海外旅行、海外ドラマ、
英語、写真、ヨガ

小学生の男の子のワーキングマザーです。コラージュや最近はジャ
ンクジャーナルにも興味がありめす。英語が好きで仕事も英語関
係です。文通は海外の方とが多かったのですが、日本の方ともし
てみたく入会しました。日本語はもちろん英語での文通も大歓迎
です。

まひろ（旧:まりえ）さん
琵琶湖通り 40番地 2019年8月31日まで

女性
30代

読書 豆皿集め 料理 映画鑑賞

初めまして。先日久々に手紙を書きました、ラインや電話と違い、
わかりやすいように、読みやすいように、綺麗な文字を書くという
緊張感。手紙が届くまでのワクワク感。久々に味わいました。こち
らのサイトをたまたま見つけて、また手紙を書きたくなりまし
た。SNSから少し離れて、お手紙友達になってもらえれば嬉しいで
す。よろしくお願い致します。

ぼーさん
ピーナッツ通り 274番地 2019年8月31日まで

女性
40代

さんぽ

日記や手帳など^_^

ことさん
お江戸通り 622番地 2019年8月31日まで

女性
30代

ゲーム、漫画、編み物、レジン、文房具(マステ・紙製品)集
め、フィギュアスケート観戦

はじめまして。久しぶりに文通をしたいと思い入会しました。 仕事
が忙しく、趣味もインドアなものが多いので、文通を通して新しい
世界が広がるといいなと思っています。 ゲームはRPGが好きです。
漫画は青年漫画をメインに読んでいます。 字は上手くないのです
が、丁寧に書くように心掛けます。 どうぞよろしくお願いします。

わんじぇさん
相模ハマっ子通り 261番地 2019年11月30日まで

女性
50代

プロ野球観戦、嵐の応援、キャラクター（サンリオ、すみっ
コぐらし、DBスターマン、つば九郎）

文通をとおして出会いを広げたいと思います。 プロ野球
は、ベイスターズとスワローズを応援しています。 嵐ファ
ンでもあります。 趣味が合う方、よろしくお願いします。

少年ジェットさん
相模ハマっ子通り 262番地 2019年8月31日まで

男性
60代

古美術・文化財鑑賞、読書、生涯学習、行楽、旅
行、映画鑑賞

元市職員、定年退職。単身世帯。悠々自適。趣味の他、
カルチャーセンターの屋外講座や自治会活動に参加中。
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五平餅さん
彩の国通り 276番地 2019年8月31日まで

女性
20代

食べること(パン、お菓子)、そえぶみ箋、小旅行、お笑い、
ミシン、100均、劇団四季

はじめまして。 小、中学生の時に手紙交換をするのが大好きでし
た。 先日、旅先で久々に友人にポストカードを送った時に、 ふと
私は手紙を書くのが好きなのだと思い出しました。 理想は、旅先
で購入したポストカードに書いて送る事です。(^^) もしご縁があり
ましたら、お楽しみに！笑 文通初心者ですがよろしくお願いします。

ゆなぴょんさん
紀州通り 2番地 2019年8月31日まで

女性
30代

文通、LIVE、カフェ巡り、レタセ、マステ、切手集
めetc…。

文通を最近、再開したこともあり、懐かしくなったから
再び始めることにしました。 人見知りですが色んな人と
色んな話が出来たら良いなと思っています。

彩音さん
紀州通り 22番地 2019年11月30日まで

女性
30代

自然、お散歩、動物、カラオケ、文房具、san-x
のキャラクター、サンリオ

☆はじめまして☆ 既婚で夫婦二人暮しです。 少し時間が出来て、
何か始められたら良いなぁと思っていた所、文通村を知りました。
お手紙を書くのは好きなので、これから楽しみです。 よろしくお願
いします。

saamiiさん
きりたんぽ通り 34番地 2019年8月31日まで

女性
20代

映画.DVD鑑賞/youtube/食べること/お買い物/カフェ.ドラッ
グストア巡り

27歳の介護士。既婚者で2人の女の子のママです。趣味
が合う方、ママさん大歓迎！字は全くキレイではありま
せん(T_T)初心者なのでお手柔らかにお願いします。

ちあきさん
伊勢通り 54番地 2019年8月31日まで

女性
30代

散歩 ZUMBA 文通 食べること コリラックマ

初めまして！私と文通していただける方いませんか？好きなもの
が合う方、たまたま知り合った方どんな方でもいいです。 一期一
会の出会いを大切にしてくださる方どうぞよろしくお願いします。
私のことを少し話せば運動好きのメンタル病持ちです。それでも
良い方どうぞよろしくお願いします。

ヨヨットさん
相模ハマっ子通り 263番地 2019年11月30日まで

女性
40代

読書、雑貨、コスメ、散歩

文通が大好きです。お互いの趣味や、可愛いもの、と
きめく事を伝えあう楽しい文通をしたいと思っています。

れいさん
お江戸通り 623番地 2019年11月30日まで

女性
20代

文房具　手帳　美容　仕事　映画　猫　ペット
グルメ　ゲーム　スヌーピー

初めまして、お菓子屋さんで働いています！！ 色々な
趣味がありますので沢山の方と色々なお話しができると
思います。そして皆さんの色々なお話しをお聞きできた
ら嬉しいです！！よろしくお願い致します☆

めぐむさん
相模ハマっ子通り 264番地 2019年11月30日まで

女性
20代

読書 映画観賞 お酒 温泉 旅行 マッサージ 旅行 音楽鑑賞 お
出かけ 買い物 料理

昔から文通に興味がありましたが、実際にするのは初め
てです。 遅筆なタチでメールを送るのも苦手なので 返
信が遅くとも大丈夫な方よろしくお願いします。

ももゆかさん
彩の国通り 277番地 2019年8月31日まで

女性
50代

映画鑑賞、ウォーキング、読書(少々)

50才の主婦です。病気の子供の看病や、親の介護等、慌ただしく
暮らしていました。子供が亡くなって4ヶ月たち、ぽっかり穴があい
たようです。パートで働いてますが、何か趣味をみつけたいなと
思っています。 ラインやブログより、若い頃よく文通をしたのを思
い出し、同じ境遇の方や、同じ年齢ぐらいの方と繋がれたらと思い
ました。宜しくお願いします。

しーさん
常陸の国通り 91番地 2019年11月30日まで

女性
30代

旅行、温泉、神社、おいしいものを食べに行くこと、アロマ、
オーガニック、映画、読書、スポーツ

初めまして。 自分が学生だった頃に、文通をしていたことを思い出
し、またあの頃のように文を待つ楽しみ、文でのコミュニケーショ
ンをしたいと思いました。 今、自分の在り方や生き方を見直した
いと思っているところです。 人生を味わいながら楽しく日々を紡い
でいきたいです。 いろいろな住まいの方とご縁をいただけました
ら嬉しいです。 どうぞよろしくお願い致します。
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さぼさん
杜の都通り 101番地 2019年8月31日まで

女性
30代

犬、散歩、紙もの雑貨、喫茶店探し、料理

初めまして。田舎で暮らす会社員です。季節を感じるこ
と、風情のあるものが好きで、誰かと共有できたら素敵
だなと思い文通村を始めました。日常の他愛ない出来事
をお話出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。

ててぼんさん
伊勢通り 14番地 2021年5月31日まで

女性
40代

韓流 読書 カレー屋さん巡り カフェ巡り

防弾少年団＆韓流＆サッカー＆カレー屋さん巡り＆カフェ巡り＆読
書…にはまっている40代主婦(会社員)です。只今、バンタンにはまっ
ています。七人を好きになって夢中で動画を見たり音楽を聴いたり
しています。彼らの事を話せたり、お互いに夢中になっていること、
楽しんでいること、人生の楽しみ何かを沢山話せたらなって思って
います、宜しくお願い致します。

こむぎさん
とちおとめ通り 80番地 2019年11月30日まで

女性
40代

旅行、寺社巡り、読書

旅行兼ねて郵便局の風景スタンプやお寺や神社のご朱
印巡りなどしています。 文章は下手ですが手紙好きで
す

レモンソーダさん
ピーナッツ通り 275番地 2019年8月31日まで

女性
30代

カフェ巡り、ファッション、占い、ラジオ、紙モノ集
め、音楽鑑賞、メイク、ダイエット

はじめましてレモンソーダです、純喫茶やレトロな雰囲気が好き
です、占いの本を読むのが癒しです、メイクとダイエットは毎日欠
かさず…紙モノは高円寺なんかで集めています、音楽は渋谷系か
らフォークソングまで幅広く好きです、こんな私ですがよろしくお
願いします、字はあまり自信が無いですが、おおらかで色々な話
が出来る方待っています

りんさん
相模ハマっ子通り 265番地 2019年8月31日まで

女性
20代

ジャニーズ、ハロプロ、乃木坂46、サンリオ、マステ集め、
シール集め、100均巡り、創作

はじめまして！ ずっとやってみたいなと思っていた文通を思い切っ
て始めてみました。 アイドルだけでなくとにかく可愛い子とかっこ
いい子が大好き。 おすすめのアイドルや曲、俳優さんなど教えて
いただけたらうれしいです。 あとは海外マステやポストカードちま
ちま集めたり。 趣味に限らず日常のお話もしたいので、男性女性
年齢問わず、お気軽にお手紙送ってください！

じゅりさん
茶畑通り 129番地 2019年8月31日まで

女性
30代

旅行 料理 神社巡り マステ集め ジャニーズ アニメ
声優

はじめまして。介護職員をしてますじゅりと申します。 旅行先のお
すすめスポットや、美味しいものの情報交換や料理の話など出来
たら嬉しいです!! ジャニーズではNEWSとKis-My-Ft2を推してます。
愛情込めて1通1通丁寧に書かせていただきます。 座右の銘は一期
一会。 たくさんの方と出会えますように。 よろしくお願いします

さっちさん
ちゅら海通り 43番地 2019年11月30日まで

女性
30代

自然（田舎大好き）、読書、アニメ、お散歩、旅
行、雑貨屋巡り、動物、海を眺めること

初めまして。31歳独身沖縄在住です。趣味はどれもゆる〜く楽し
んでます。アニメはクレヨンしんちゃんやジブリが大好きです。基
本インドアですが、最近はアウトドア（キャンプ）にも興味あり。
と、何でも興味津々ですので、同じ趣味の方もそうじゃない方も
気楽に楽しく交流できると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

きゃみさん
なにわ通り 297番地 2019年8月31日まで

女性
20代

旅行、海外ドラマ鑑賞、散歩、文房具集め、スポー
ツ鑑賞、お笑い

旅行が大好きで、日帰りでもよく行きます！ アクティブ
な方ですが家でだらだらしながらドラマや映画を観るの
も大好きです。 いろーんなことをお話しできたらなと思
います〜

なおさん
どんたく通り 164番地 2019年8月31日まで

女性
40代

読書 映画 KPOP コンサート お笑い ねこ ドキュメンタリー カ
ラオケ メイク 美容

動物、お笑い、読書、映画観賞、KPOP(主にSMEntertainment)、
韓流などが好きでどちらかといえばインドア派です。それ以外で
もいろんな事を知れるのは嬉しいですのでどんな趣味の方とでも
気軽に楽しく文通できるのを楽しみにしています！ 誠意を持ってお
手紙を書きますのでどうぞ宜しくお願いします。 老若男女は問い
ません。

みぃさん
さがん通り 17番地 2019年8月31日まで

女性
40代

文通、手帳、カメラ、読書、神社巡り、御朱印集
め、文房具集め、旅行

趣味の1つとして文通を通じて色々な方と交流が持てれ
ば嬉しいです。同じ趣味の方、そうでない方と色々なお
話がしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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ようなつさん
火の国通り 34番地 2019年11月30日まで

女性
30代

読書、雑貨、民芸、器、自然環境、カフェ、音楽、
星空、手芸、からあげ巡り

現在、子育て中・2人目妊娠中の30代です。今までは“水曜日郵便
局”にお手紙を出していましたが、閉局したため、まだのんびりし
た文通を続けたいと思い、入会しました。最近は子育てが忙しく、
趣味を嗜む時間もままなりませんが、手紙の中でたわいのないお
話ができればとてもうれしいです。よろしくお願いします。

せっけんさん
彩の国通り 278番地 2019年11月30日まで

女性
30代

駅伝、読書（ミステリー）、文房具、パズル、漫
画

はじめまして。手紙や字、イラストを書くのが好きで入
村しました。趣味はどれも「狭く浅く」ですが仲良くして
もらえると嬉しいです！飾らずゆるくお話ができるとい
いな。


