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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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ほのかさん
どんたく通り 95番地 2019年9月15日まで

女性
20代

散歩/買い物/読書/編み物/ゲーム/音楽

読書は主に知念実希人さんなど読んでます。ゲームは龍が如く/バ
イオハザード/鬼武者など大好きです！fpsも少しかじってます。買
い物やメイク等も大好きです(^-^)5歳の子どもがいます。音楽
はBTS/MWAM/ホルモン/マイヘア等大好きです。老若男女問わず
楽しくお話できればと思いますので合いそうな方お待ちしてま
す(^-^)

はっちゃんさん
信濃通り 70番地 2019年9月15日まで

女性
50代

文通、インターネット、占い、100均巡り。

50歳の子供のいないバツイチ女性です。沢山の文友さんが、欲し
くて、エントリーしました。女性限定で、40代～50代の方との文通
を希望します。レターセットは、100均が、主になりますが、それ
でも良い方お願いします。会話内容は、何でもありです。ポスト
にお手紙が沢山入っている、こんな日々を送りたいです。

ひまわり畑さん
お江戸通り 624番地 2019年9月15日まで

女性
50代

読書 関ジャニ∞ 犬の散歩 手芸

昔から 手紙を書くことが好きでしたが 今の時代 なかな
かお手紙を出す相手がいないので 文通村に申し込みま
した。 宜しくお願い致します。

ゆきみだいふくさん
古都みやび通り 119番地 2019年9月15日まで

女性
20代

散歩、ドラマ観賞

文通初めての大学生です！ 憧れがあって体験し始めまし
た

ひまわりさん
ピーナッツ通り 276番地 2019年12月15日まで

女性
40代

絵画、動物、お花が好き、ドライブ、ランチ、音
楽鑑賞

明るく楽しい事が大好きです。絵画や動物、お花が好き、
少し音楽も聴きます。未婚の独身。思いやる心と丁寧に
日々を暮らすことを大切にしています。素敵なレターセッ
トで文通をしてみたいです。

ななさん
六甲通り 213番地 2019年9月15日まで

女性
20代

食べること、寝ること、愛犬との散歩、古着屋巡り、音楽、
テレビ鑑賞、ネットサーフィン

初めまして。手作りの靴屋で働く会社員です。 子どもの頃に好
きだった手紙交換を思い出し、文通村を始めました。便利な世の
中だからこそ、改めて手紙というものに魅力を感じています。
4歳のトイプーを飼っています。音楽はサチモスが大好きです。
趣味の話だけでなく、日常や仕事の事など、楽しくやり取りしませ
んか？どうぞ宜しくお願いいたします。

shioriさん
六甲通り 214番地 2019年12月15日まで

女性
20代

旅行、一人旅、カメラ、フィルムカメラ、散歩、カフェ、雑
貨、音楽、ファッション、コスメ

はじめまして。一人暮らしのアラサー女子です。以前におためしで
登録しましたがバタバタしそのまま継続できませんでした。。落ち
着いたので次は長くゆったりと始めたいと思います。字はあまり綺
麗に書けませんが書くことが好きで便箋はシンプルなものが好きで
す。

しちみまきさん
ピーナッツ通り 277番地 2019年9月15日まで

女性
40代

紙もの集め、シール収集、ネイル、読書

紙もの、シール等の収集やスケジュール帳、日記帳のコラージュが
趣味です。 同じ趣味をお持ちの方と文通出来たらな、と思ってま
す。 おすそ分けファイルを作って、紙ものやシールの交換なども
したいです。 まずは気軽にお手紙ください！
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くまさん
六甲通り 215番地 2019年9月15日まで

男性
20代

一人旅、図書館へ行くこと、自然散策

色々なことがある日々の中、心を落ち着けて手紙を書く
時間を持ちたいと思い入村しました。 趣味が多いわけで
はありませんが、気楽に、日々の出来事などを書いてい
きたいと思っています。よろしくお願いします！

ｒｕｂｙさん
彩の国通り 279番地 2019年9月15日まで

女性
70代

読書 社交ダンス ピアノ 観劇

手紙は手間と時間がメールの何倍も掛りますが、手紙を開封する
時のワクワク感と行間から伝わる温かさが大好きです。私は週4日
勤めているので時間があまりないのですが、誰かと話したい手紙
を書きたいと思います。最近読んだ本は葉室麟「蜩ノ記」と帚木蓬生
「国銅」です。頭と身体の体操として60代で始めたピアノと社交ダ
ンスのレッスンで休日を過ごしています。よろしくお願いします。

新井田さん
しゃちほこ通り 230番地 2019年9月15日まで

女性
50代

読書、音楽、ライブ、

文通は未経験です。今年50才になりました。性別問わ
ず色々な世代の方と交流できたら嬉しいです。猫2匹、
夫1人、子どもは社会人1人、大学生1人、中学生1人。
どうぞよろしくお願いします。

NATURA♡さん
阿波の国通り 11番地 2019年12月15日まで

女性
30代

手紙　読書　自然　花　ペット

子育ても少し落ち着き、文通村に戻ってきました^^とにかく手紙を
書くのが大好きです。 日常の他愛ない話でもお互いに思いやりを
持ってあたたかなやりとりができたらいいなと思っています。 ※番
地が27から11に変更されました

ゆぺさん
お江戸通り 625番地 2019年12月15日まで

女性
20代

野球観戦、ラジオ、落語、音
楽(ELLEGARDEN・bohemianvoodoo)

はじめまして、文通初心者です。手書き文字を見る機会が減り、
恋しくなって文通を始めました。 普段はIT関連の仕事をしています。
最近はプロ野球観戦によく出かけています。日本ハムの試合が多
めですが、野球が大好きです！ 野球つながりでダイヤのＡを読み
はじめ、ドはまりしました！ 年齢性別問わず、趣味や仕事、色ん
な事についてお話できると嬉しいです。

いのつきさん
なにわ通り 298番地 2019年12月15日まで

女性
20代

読書(ミステリー, 時代小説)、小旅行、動画鑑賞

こんにちは。いのつきと申します。 文通というものの楽しさを再体
験したいと考え、この度入会いたしました。広く浅くで生きている
オタクです。今推している趣味や、日常あった素朴な出来事など、
色々な人のお話を拝見できればと思っております！ 性別・年齢・形
式などは制限ありません。 どうぞこれからよろしくお願い致します。

よっしーさん
杜の都通り 102番地 2019年12月15日まで

女性
30代

映画鑑賞/動物/ディズニー/ガーデニング/生物学/
ホームセンター巡り

令和婚して学者肌の夫に振り回されながらも楽しい生活をしていま
す。結婚前は花の種をまいたり、熱帯魚を飼ったり、テレビで映
画や海外ドラマを見る生活をしてましたが最近は余裕がなく難しい
です。そんな時なのに！字も上手くないのに！なぜか文通を始め
てしまいました！お互いに「来るもの拒まず去るもの追わず」でゆ
る～く文通できる方、お待ちしてます。

かまぼこさん
なにわ通り 299番地 2019年12月15日まで

女性
30代

料理、写真、ひとり旅(国内旅行,海外旅行)

気ままな一人暮らしを満喫している30代です。 最近カメラを購入
したので写真をよく撮るようになり、撮影旅行と称した一人旅が増
えました！ 年齢、性別問わず交流させて頂ければと思っておりま
す。よろしくお願い致します。

綾 小雪さん
かぼす通り 29番地 2019年12月15日まで

女性
30代

ドライブ（山を徘徊）、バラエティＴＶ鑑賞、漫画
を読む事、寝る事、文通

こんにちは★ 子供の頃にしていた文通・・・メールや電話、
ＬＩＮＥなどで慌ただしい世の中で最近『やっぱり文通
が好きなんだ！』と実感し登録しました！ 年代・ジャン
ルは問いませんのでよろしくお願いします★

ターシャさん
茶畑通り 130番地 2019年9月15日まで

女性
40代

パワースポット巡り、100均パトロール、アロマ コー
ヒー

初めまして、独り身なので休日は気ままに過ごしていま
す。パワースポット100均アロマにコーヒーが好き。愚痴
や悩み、日常のことをやりとりしてくれる人、よろしくお
願いいたします。
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きらりんさん
常陸の国通り 93番地 2019年12月15日まで

女性
30代

読書、お料理、お散歩、シール集め、家庭菜園、
ガーデニング

３人の子供達に囲まれて、毎日賑やかに日々を過ごしている専業
主婦です。四年生の男の子。一年生と一歳8ヵ月の女の子がいます。
色々な方々と、お便り交換が出来たら嬉しいです。出来たら、女
性の方希望です。どうぞ宜しくお願いします。

おひさままさん
越後通り 77番地 2019年9月15日まで

女性
30代

絵本を読むこと、コーヒーを飲むこと、神社に行くこと、ピ
アノをひくこと、歌をうたうこと

子どもの頃、文通をしていたなーと最近思い出して、またしたくな
りました。これを機会に素敵な切手集めをしたいなと思っています。
どきどきしていますが、一緒に文通をするのを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

ひな菊さん
相模ハマっ子通り 266番地 2019年12月15日まで

女性
30代

お絵かき、かわいい雑貨、スヌーピー、絵本、マ
ンガ、テレビ、お散歩

初めまして。『いつかやってみたい』と思っていた文通を『勇気を
出してやってみよう』とお試ししてみました。お手紙は、日常の何
気ないお話や趣味のお話、悩んでいることなど、いろいろなお話
を気軽に楽しく交わしたいです。文通初心者ですが、よろしくお願
いします。

こがめさん
ピーナッツ通り 278番地 2019年9月15日まで

女性
30代

文房具収集、(時々)断捨離、フラペチーノ、Eテレ、
魚類の番組、杉下右京、

4歳男児と1歳女児の兼業主婦です。割と誰とでもすぐに打ち解け
られるフランクな性格だと思っています。最近言葉や様々な事柄に
興味が湧いています。育児と仕事で誰かとじっくり会話を楽しむよ
うな時間が持てず少し寂しさもあったり･･･皆さんの多種多様な生
き方や、他愛もない話を単純に楽しみたいとゆう思いから登録しま
した。女性限定ですが、よろしくお願いします。

まるまるこさん
どんたく通り 165番地 2019年12月15日まで

女性
20代

切手収集、ショッピング、文具収集

男の子と女の子の二児の母です。 ショッピングと文房具が好きで、
休みの日には気分転換にウインドウショッピングに出掛けています。
最近、ダイエットのためジム通いを始めました。 勤務が月曜日か
ら土曜日までのワーキングマザーです。 どうぞよろしくお願いいた
します。

呼春さん
お江戸通り 626番地 2019年12月15日まで

女性
30代

読書、文章を書く、ゲーム（刀剣乱舞、FGO）

小説や短歌などの言葉に触れることが好きです。物語を書くことも
好きですがそちらは少しおやすみ中。読書は好みの系統ばかり選
びがちなので、幅を広げようとしている最中です。ゆるゆるお話
ができればなと思います。よろしくお願いいたします。

あやさん
お江戸通り 627番地 2019年9月15日まで

女性
20代

旅行/ごはん/映画/ファッション/アート/本/マンガ/ク
リエイティブ関連

昔文通していたのが懐かしくなり、始めてみました。普段はベン
チャー企業の創立メンバーとして、デザイン職で働いています。多
少自由がきくので、1週間くらい旅行に行ったりします。先月は台
湾に行きました。来月は北海道の予定です。旅行のはなし、ごは
んのはなし、美容のはなし、色んな年代の色んなライフスタイル
の方のお話を聞いてみたいです。気が合いそうな方はぜひ。

海花(うみか)さん
ねぷた通り 35番地 2019年12月15日まで

女性
40代

読書、ぬりえ、創作、文通、紅茶、カフェでまった
り

アニメやマンガが好きで、20代の頃には少女漫画家を目指してた
ことも。今は小説を書いたりしています。 既婚者子なしですが、
他の方の家族やペットのお話聞くのも好きです。今は家の農家を
手伝っています。 趣味が合う方はもちろん、違う趣味の方や、色
んなお仕事の方とも日常のお話が出来たらと思います！女性の方
限定で。

砂糖あめさん
相模ハマっ子通り 268番地 2019年9月15日まで

女性
10代

歌、動画鑑賞、動物、ダーツ、花札、ボカロ曲、アニメ、
漫画、宝石、模写、ゲーム、紅茶

歌が好きで、アニメや漫画なんかも好きです。俗に言うオタクです
(๑⃙⃘ ́˟ ̀๑⃙⃘) 便箋にときめきを覚え、文通やってみたいなあと思っ
ていたところ文通村を見つけました。日常の会話、趣味の会話、
なんでもお話したいです！仲良くしていただけると喜びます。よろ
しくお願いします(*' ')*, ,)

もちさん
お江戸通り 628番地 2019年9月15日まで

女性
20代

読書、漫画、本屋巡り、料理、散歩、ねこ、健康、
早起き、文房具、ゲーム、ゲーム実況

アラサーでデザインの仕事をしています。文具は紙ものも好きで
すが、万年筆、インク沼にハマりつつあります。趣味のことや
日々のこと、朝の過ごし方、他にもいろいろまったり楽しくお話で
きたらいいなと思います。女性の方、よろしくおねがいします。



第230号 2019年6月15日
5　　

なるるさん
お江戸通り 629番地 2019年9月15日まで

女性
30代

国内・国際文通、ヨガ、寝る事、ドラマ・バラエ
ティ、猫、御朱印、スノボ、ネイル

初めて入会しました。分からない事だらけですが、趣味が合う人
や、話が合う人とお話ししたいです。ジャニーズの嵐と、高橋一生
さんが好きです♡あと、ネイルが好きでネイルモデルもしていま
す！キティーちゃん、ぐでたま、ミニーちゃん好きです！ 気になっ
た方はお手紙ください。

豆千代さん
どさんこ通り 204番地 2019年9月15日まで

女性
40代

料理/音楽/映画/怪談/読書/カフェ/うさぎ/ハンドメ
イド/文房具/ドライブ　

一人息子が大学生になり、毎日パートで半日働いていますが、最
近、自分の時間が持てるようになってきたので、色々な事をちょこ
ちょこやってます。お気に入りのガラスペンで、季節感がある、ほっ
こりしたお手紙を書きたいなぁと思います。

白亜さん
彩の国通り 280番地 2019年9月15日まで

女性
30代

お絵描き、小説（ラノベ）執筆、読書、文通

初めまして。白亜と申します。 以前入会していたのです
が、諸事情により再入会させて頂きました。 アニメ漫画
のイラストを描いたり、ラノベ小説を執筆するのが趣味
です。 よろしくお願いいたします。

み~さんさん
彩の国通り 281番地 2019年9月15日まで

女性
50代

ランニング　旅行　映画鑑賞　読書

4年前から年1回フルマラソンを走っています。今年は富山マラソン
です。映画は最近 試写会が多いですが、ジャッキー・チェンの映画
は必ず観ます❗手紙を通していろいろな方とお話できればと思いま
す。よろしくお願いします

らるーてさん
お江戸通り 631番地 2019年9月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、ゲーム、風景撮影、アクセサリー作り

初めまして、 現在、子育てと仕事の両立ができればと日々模索し
ている一児の母です。 手紙が届く楽しみや、共通の趣味のお話が
出来れば嬉しく思い、始めました。 話し相手になって頂けると幸い
です。 子育てと仕事がありますので ペースはゆっくりになると思い
ます。 好きなものが多い為、オタクです。 とだけお伝えしておき
ます（笑）

青ももさん
上州三山通り 65番地 2019年12月15日まで

女性
30代

読書、固形石鹸、日記、ノート、ボールペン、万
年筆、ポスクロ、資格取得、生涯学習

4月に出産した主婦です。学生時代からポストクロッシングや海外
文通をしていましたが、閉じこもりがちの生活になり日本語で存分
にお手紙を書きたくなりました。転勤族なので最近は断捨離に興
味があります。よろしくお願いいたします。

きぃさん
平城京通り 54番地 2019年12月15日まで

女性
20代

紙モノ、文房具、切手、読書、NEWS(ジャニーズ)、
スナフキン、懸賞

春に出産して時間を持て余している為、入会しました。NEWSとス
ナフキンが大好きです。最近は懸賞にハマっています。読書は、
恩田陸さんと三浦しをんさんを中心によく読みます。同じような趣
味の方がいらっしゃればお話したいです。

ユッピーさん
ちゅら海通り 44番地 2019年9月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞（パンク、ロック）、文通、写真、イラ
スト、ファッション、おもちゃ。

パンクとロックが大好きです。ライブに行くのも大好き
です。写真は見るのも撮るのも好きです。特技はイラス
トを描く事です。長く文通出来る方を希望します。

のうさぎさん
相模ハマっ子通り 269番地 2019年9月15日まで

女性
20代

絵画、写真撮影、文具集め、スノボ、釣り、洗車、BUMP
OF CHICKENのライブ参戦

普段あまり人と関わることがなく、寂しいなあ〜と感じた時に 昔母
から聞いた文通のお話を思い出して、どうしても文通をしたくなり
ました。 老若男女問わず色々な方とやり取りしたいと思っています。
好きなもの→牧場/動物/電車/車/ラジオ小説/民謡/EDM/クラシッ
ク/ハーブティー/花札/和服/伝統工芸/和菓子 よろしくお願いしま
す(*^^*)

サクラさん
伊勢通り 55番地 2019年12月15日まで

女性
40代

読書、ペット、手作り石鹸、花鑑賞、カメラ、落
語

日課の愛犬との散歩で季節を感じるのが好きです。他愛
もない日常のやりとりをメールでなく手紙でしたいと思
い入会しました。どうぞ宜しくお願いします！
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しんちゃんさん
六甲通り 218番地 2019年9月15日まで

男性
40代

海外旅行、車いじり

こんにちは、僕は投資家関係の仕事をしている45歳のお
じさんです。古い車に乗っています。長く文通できる人
探してしあます。よかったら手紙ください。

ふみえさん
彩の国通り 282番地 2019年9月15日まで

女性
40代

インテリア 読書 トイプードル おしゃべり 草花鑑賞 ネットサー
フィン 調べること

40代の主婦で三歳男児の母です。現在は未就園児中心
の生活をしています。可愛い切手や便箋、字を書くこと
が好きです。 日々の事や励まし合えたら嬉しいです。
女性の方お願いします。

アフリカ象さん
彩の国通り 283番地 2019年9月15日まで

女性
40代

読書、映画、絵画、文房具、かるた、動物、植物、
散歩、美味しいものを食べること

子育て中に楽しめる趣味をさがして、子供の頃文通が好きだったこ
とを思い出し、お試し入村しました。 手書きの、返事に時間がか
かるところに、温かみを感じます。 趣味の話、日々のちょっとした
こと、四季折々の話などから、いろいろな方とお話を広げてみたい
です。 便箋は凝れませんが、それでも構わないと思ってくださる
女性の方、ぜひよろしくお願いします。

ピーチ姫さん
お江戸通り 632番地 2019年9月15日まで

女性
30代

美術館、読書、映画、旅行

前から文通に興味がありました。初めてですが、文通村
を見つけたので、参加してみることにしました 色々な方
と楽しく文通が出来たら嬉しいです！ よろしくお願い致
します。

きりんくまさん
伊勢通り 56番地 2019年9月15日まで

女性
20代

お花、映画、音楽(凛として時雨、ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾛｽ)、旅
行、電車、デザート

前からやりたかった文通を始めてみよう！と思い登録しました。 お
花が好きなので季節のお花を見に行ったり、旅行もぼちぼち行っ
たり、後音楽も好きなのでライブへ行ったりしてます( ´ω` ) 日常
や趣味などいろんなことを文通を通してお話ししたいです。女性の
方でお願いします。初心者で返信もゆっくりかもしれないですがよ
ろしくお願いします。

さくらさん
どさんこ通り 205番地 2019年9月15日まで

女性
30代

テレビ鑑賞 野球観戦 散歩 猫と遊ぶ

30代前半 主婦 夫婦2人、猫1匹と楽しく暮らしています。 日々のこ
とやたわいもないことなど、お話出来たらと思います。かわいい雑
貨を見たり、ミッフィーやブルーナが好きです。GLAYも聴きま
す(^O^)

のびさん
彩の国通り 284番地 2019年12月15日まで

女性
20代

メイク、セルフネイル、ゲーム(ポケモン、とび森、龍が如
く、マイクラ)、ポスクロ、お菓子作り

文通が大好きで社会人時代も子育て中の現在もアクティブに10年
以上楽しんできました。 お相手の影響で好きな物や興味の幅が増
えたり、他愛のないお話をする事に魅力を感じています。 音楽は
サカナクションやRADWIMPSを好んで聴きます。 共通点はあって
もなくてもどちらでも。 女性のお相手を募集しております。

はるかさん
ピーナッツ通り 279番地 2019年9月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、旅行（国内・海外）、読書、散歩、便
箋集め

会社員4年目、26歳です。 高校生の頃文通をしていましたが最近
は文字を書かなくなり、ふと文通をしたいなぁーっと思い今回ドキ
ドキのスタートです。趣味は旅行でしてお休みの日は毎回どこか
旅に行ってます。女性の方、誰でもお待ちしております。よろしく
お願い致します！

まゆこさん
彩の国通り 285番地 2019年9月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、写メ

はじめまして。普段は医療現場で働いています。 学生時代にやっ
ていたお友達との手紙交換が大好きでした。あの頃の、封を開け
るワクワク感がもう一度味わいたくて、今回入会しました。知らな
い方との文通のやりとりは経験はありませんが、とても楽しみです。
たくさんの方とお手紙のやり取りをしてみたいです。よろしくお願
いします。

Jackさん
彩の国通り 286番地 2019年12月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、観劇、気功、ロック、アニメ、マンガ、
コスプレ、イラスト,LGBT

自宅と職場を往復する日々を送っていますが、文通をきっ
かけにして新しい世界の扉を開きたいと思い入会しまし
た。 末永いご縁を結べると良いなと思っています。
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うーさん
なにわ通り 301番地 2019年12月15日まで

女性
50代

映画鑑賞　読書　スーパー銭湯めぐり　ご朱印収
集

同年代の友達がほしくて。小学校時代に文通をしていま
した。手紙の書き方などこだわらない方、漢字も間違い
だらけで字も上手じゃありません。自由奔放な私ですが
宜しくお願いします。

スナフキンさん
なにわ通り 302番地 2019年9月15日まで

女性
40代

読書、ウォーキング、料理、サイクリング

にぎやかな場も好きですが、自然に囲まれた場所で、1
人で、いろいろなことを考えることが好きです。できれ
ば40代から80代の女性の方からのお便りを希望していま
す。よろしくお願いします。

ふしみんさん
茶畑通り 131番地 2019年9月15日まで

女性
30代

音楽、Youtube、レタセ集め、手芸（リカちゃん人
形の服作り等）、ミニオンズ

はじめまして。少し前まで、知り合いの方と文通をして
いました。はじめましての方との文通は初めてですが、
お手紙を通して趣味の話、それ以外の色んな話を楽しく
できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

金魚さん
お江戸通り 590番地 2019年9月15日まで

女性
40代

読書、音楽、猫、鳥（ペンギン）、映画、散歩、
絵

初めまして、金魚と申します。（金魚は飼ってません
（汗））文通は初めてで至らぬ点もありますが、よろし
くお願いします。手紙は女性の方限定で。ごめんなさい。


