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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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さやちんさん
六甲通り 65番地 2020年4月15日まで

女性
30代

手帳、ほぼ日手帳、マステ、レタセ(文具全般)スタ
バ、100均

初めまして。小6と年中の男の子のママをしています、30代専業主
婦です。以前、入村しており多忙の為辞めていましたが時間がで
きたので登録しました。どなたでも楽しく長く文通できたらいいな
と思っております。ぜひ仲良くして頂けたら嬉しいです。よろしく
お願いします♪ 色々お話したいです(*´ω`*)

ハピネスさん
しゃちほこ通り 124番地 2021年1月15日まで

女性
60代

　音楽　ドライブ　心地よいカフェタイム

一旦退会しましたが、お手紙の温もりは　やっぱり欲しいです。皆
様　またよろしくお願いします。 ペットシッター、気功教室、アフ
リカンダンス、風水鑑定、他 健康、に関すること　30年前に体質
改善してから菜食。　自然の美しさと　ハンモックが気持ちよくて
大好きです。

夜の森のミイさん
相模ハマっ子通り 328番地 2020年4月15日まで

女性
40代

文通、読書、カメラ、デジ絵、美術・写真鑑賞、クロスワー
ド、自然、生き物、ゲーム、カフェ

再入村です。子供のない専業主婦です。普段は自由な生活でこま
めにお手紙書けますが、たまに多忙すると少しご無沙汰することが
あるかもしれません。ゲームはどうぶつの森、小説は京極夏彦の
新シリーズ「書楼弔堂」が好みの傾向。不器用で字が上手に書けま
せんが、便箋やレターセット、ポストカードなど、お手紙でののん
びりした交流が大好きです。以前の文友さんにも少しずつ書いて
ます。

かずたさん
ピーナッツ通り 308番地 2020年4月15日まで

女性
20代

漫画、アニメ、映画、音楽、海外ドラマ、カラオケ、創作、
ライブ・舞台参戦、スポーツ等

ここで趣味が合う問わずに楽しくステキな文友を探してます！マス
キングテープなどの文房具集めにハマってたりするので、交換や
自作レターでのやり取りも楽しそうです♪多趣味で好奇心旺盛な方
です。ディズニーの他にもジャニオタでロックやJPOP、クラシック
等好き。また、腐と夢女でもあるため、趣味に理解があるもしくは
同士がいたら嬉しいです！

でこぽんさん
どんたく通り 175番地 2020年4月15日まで

女性
40代

ゲーム、カラオケ、食べること、文具や雑貨を見
ること

仕事に時間を取られている、ゆるっとした独り身のオタクです。創
作は一次も二次も好きですが、今は色々な事から離れ気味。現在
はポケモン（GOや剣）をのんびりプレイしたり、どうぶつの森の
発売を楽しみにしています。音楽は米津玄師さんなどを聴いてい
ます。字は上手くないのですが読みやすいように頑張ります。宜し
くお願いいたします。

ろんちゃんさん
さるぼぼ通り 19番地 2020年4月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、音楽鑑賞、ドライブ、温泉

初めまして。以前に入会していましたが、体調を崩し退会していま
した。今はすっかり回復し、再び文通を始めたく入会しました。手
紙を通じて、どんな内容の話でも良いので皆さんと手紙のやりと
りをしたいです。最近の趣味は邦画を見ることです。よろしくお願
いします。

まなさん
うつくしま通り 80番地 2020年7月15日まで

女性
20代

マステ、レタセ集め、カフェ、雑貨屋巡り、コスメ、お菓子
作り、エステ、ドライブ、映画鑑賞

初めまして。文通歴は15年ほどになります(*^ω^*)手紙を書くこと
が生活の一部になりました★前から気になっていた文通村に思い切っ
て登録しました！福祉系の仕事をしています♪幅広い年代の方とや
りとりしたいと思ってます。犬が大好きです(°▽°)ぜひ、よろしくお
願いします。

たんたんさん
お江戸通り 728番地 2020年4月15日まで

女性
20代

KPOP、映画、食べる事、ジブリ、雑貨、運動(キッ
クボクシング)

書くことが好きなので、趣味の1つとして文通をやってみ
たいと思い始めました。キックボクシングは最近流行の
音楽に合わせて楽しくやってます。全国の皆さんと
色々お話できればと思います！
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ふっきーさん
ピーナッツ通り 309番地 2020年4月15日まで

男性
30代

温泉、サウナ、岩盤浴、カラオケ、ダンス、旅行、
演劇鑑賞

はじめまして。ふっきーと申します。未婚の独身男性です。普段
はWEBデザイナーをしており、在宅にて一人で、フリーランスとし
て働いています。 仕事ばかりに生きてきたため、恋愛もせず、た
まに友人と遊びには出かけるものの、ひとりきりで生きてきました。
誰かと繋がることで、ホッとできる時間が欲しくなりました。素敵
な方とご縁がありますように。

はるさん
お江戸通り 102番地 2020年7月15日まで

女性
30代

お酒、漫画

初めまして。以前も入村していたのですが、仕事などが忙しく、あ
まりやりとりできませんでした。今は落ちついているので、入村し
ました。 趣味と呼べる程ではないですが、お酒と美味しいものを
楽しんだり、漫画、ラーメンが好きです。昔から集めてるレターセッ
トがたくさんあるので、あまりレタセの柄など拘りのない方、気楽
に文通できたら嬉しいです。女性限定でお願いします。

イセキさん
琵琶湖通り 44番地 2020年4月15日まで

男性
20代

ゲーム、映画鑑賞、読書、料理、掃除、創作活動

はじめまして。昔から手紙を書くのが好きで、ずっと文
通に興味を持っておりました。年齢、性別、趣味など問
わず色々な方とお話しできたらと思っております。どう
ぞよろしくお願い致します。

クマキチさん
しゃちほこ通り 267番地 2020年4月15日まで

女性
40代

手紙を書く事。音楽鑑賞。掃除と洗濯。

和楽器バンドが大好きな40代です。 他に、鬼灯の冷徹
が好きです。あとは、ハイキューも好きです。 そんな人
たちとつながりが持てたらと思っています。

わかばさん
めんこい通り 59番地 2020年7月15日まで

女性
30代

料理、裁縫、読書、カフェ巡り、懸賞はがきを書く、ブログ
巡り、文房具、動物好き(犬、ネコ)

現在育休中の主婦です。ずっと興味があった文通ができると知り、
入村を決めました。季節のこと、子育てのことなど、気軽にやりと
りができると嬉しいです。ただ家にいるのももったいないので、新
しい風を送り込みたいと思っています。ウーパールーパーを飼って
います。よろしくお願いいたします。

エクラさん
しゃちほこ通り 268番地 2020年7月15日まで

女性
40代

料理、食べる事、美容(メイク エステ マッサージ セルフネイ
ル)、韓国ドラマ 、スヌーピー

皆さんはじめまして。 小学生の頃、文通をしていた事を
思い出して調べてみたら文通村に出会いました！ 年齢、
性別、趣味など問いません。 色々な方と文通できたらと
思います。 よろしくお願いします。

ハチさん
なにわ通り 347番地 2020年4月15日まで

女性
50代

編み物、プラモデル、落書き、テレビ、映画、読
書、ゲーム

猫と二人暮らしです。 フルタイムで働いています。 離れて暮らし
ていますが、成人した息子がいます。 リアルの友達には話しにくい
ことも、本音で楽しくやり取りできるといいなと登録しました。 よ
ろしくお願いします。

ツグミさん
彩の国通り 337番地 2020年7月15日まで

女性
30代

雑貨屋さん巡り、ハーブ、漫画、

子どもの頃から文通やレターセット集めが好きでした。 大人にな
り、誰かと文通をしたいと思っていましたが、相手がおらず、文通
村に登録することにしました。 私は小学生の一児の母ですが、世
代や性別、生活環境など違う方々とも交流したいと思っています。
好きなことは、漫画を読む、ハーブティーを飲む、ハーブガーデン
に行く、ショッピング、鳥の観察などです。

よるさん
どさんこ通り 237番地 2020年4月15日まで

女性
20代

創作活動、音楽鑑賞、拾い猫愛でること

2次元、2.5次元、3次元と推しが沢山居て身近に語れる友達も少な
いし、学生時代に雑誌の文通友達募集でよく文通してたのを思い
出し、また友達が出来たらなあと思い文通村を見つけました！創
作活動でイラストや小説、漫画の紛い物描きます。音楽鑑賞は幅
広めですが推しが絡むものは吸収します。楽しく続けられる方に巡
り会えること願って……。よろしくお願いします！

ピンクさん
どさんこ通り 238番地 2020年4月15日まで

女性
50代

パン作り、編みもの、ガーデニング

トイプードル1歳がいます。 編みものが好きで、編みも
のをしています。パン作りも好きです。日々の、ささや
かなことを、手紙でやりとりできたら、嬉しいです。
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サブロウタさん
桜島通り 47番地 2020年4月15日まで

男性
40代

テニス、スキューバダイビング 旅行、献血

文通経験はありませんが、色々な人と言葉を交わして
自分の世界が、広がっていけばいいなと思って 応募しま
した。老若男女問いません よろしくお願いします。

かつらさん
伊勢通り 63番地 2020年4月15日まで

女性
30代

読書、寺社仏閣巡り、展覧会鑑賞、映画

初めまして。文通に興味があり入会しました。 読書ではミステリー
小説が好きで、最近はダヴィンチ•コードの原作を読みました。休
日は御朱印帳を持って関西方面の神社やお寺によく訪れます。今
年は一人旅を計画中で、どこに行こうかワクワクしています。 こん
な私ですが、どうぞよろしくお願いします。

ちかちかさん
どんたく通り 176番地 2020年7月15日まで

女性
30代

文通、御朱印、グルメ、音楽、ヨガ、メイ
ク、Postcrossing、料理

文通が好きでたくさんのレターセットを集めました！好きなキャラ
クターとか、色があったらお手紙で教えてくださいね！わたしはピ
ンクが好きなのでピンクのレタセでお手紙が届くと嬉しいなぁと思っ
たりしてます！不慣れですのでご迷惑おかけするかもしれません
が、よろしくお願いします！

かすみそうさん
相模ハマっ子通り 330番地 2020年4月15日まで

女性
30代

キャンプ、読書、映画、ロードレース、神社、ドライブ、ネ
イル、クラフトビール、お花、一眼レフ

まだまだ知らないたくさんの世界を見てみたい。 毎日楽しく、丁寧
に、時間に飲み込まれない暮らしを心がけたいと思っています。
新しい人と繋がる事で新しい何かを発見したり、ワクワクが増えた
り、立ち止まったりする機会にできたらと思い始めてみました。よ
ろしくお願いします。

みみずくさん
相模ハマっ子通り 331番地 2020年4月15日まで

女性
20代

散歩

はじめまして。「みみずく」と申します。 何か新しい趣味
を見つけたいと思い、初めて文通を始めました。たくさ
んの人と楽しく文通できたらと思っています。 よろしくお
願いいたします。

いこにゃもさん
しゃちほこ通り 269番地 2020年4月15日まで

女性
20代

舞台鑑賞、舞台制作、音楽鑑賞、YouTube、旅行、
動物、魚、ハムスター、絵

初めまして。 ファンレターを書くようになり、手紙を書く
のが楽しいと気づき、返事が欲しいと思ったので登録し
ました。 字は綺麗な方では無いですが、色々な人と文
通出来れば嬉しいです。

ごんちゃんさん
いよかん通り 43番地 2020年4月15日まで

女性
30代

読書(ミステリーやファンタジーなど)、ドラマ鑑賞、
映画鑑賞、ヨガ、

３０代後半の女性独身です。一人暮らしが長くなり、毎日のちょっ
としたことをお話できる方を見つけたいなと思っています。のんび
りした性格です。不器用ながら手作り(料理など)することが好きで
す。よろしくお願いします！

もーりーさん
相模ハマっ子通り 332番地 2020年4月15日まで

女性
20代

漫画、ドラマ、映画、特撮を見る事、散歩、そっと
アイドルを推す事

初めまして、もーりーと申します。 沢山の方々と話して自分の世
界を広げられればと思い登録させて頂きました。 同じ趣味の話で
も日々の他愛ない事とかでも語り会えれば幸いです。 関ジャ
ニ∞/MARVEL/仮面ライダー/邦楽を好んでおります。 宜しく御願い
します！

ごまさん
桜島通り 48番地 2020年7月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、文具集め、アニメ、猫、コスメ、

初めまして！30代、既婚です。 年齢問わず 色々なお話が出来た
ら嬉しいです！ 趣味と言える程の趣味も無いのですが、皆さんと
関わる中で、様々な世界に出会えることに、わくわくしています♪
動物が好きで、ペットを飼っています。 皆さん、よろしくお願いし
ます。

つちのこたんさん
杜の都通り 115番地 2020年7月15日まで

女性
30代

読書、プロ野球観戦、散歩、日記・手帳、文房具、
万年筆、カフェでのんびりすること

手紙を通し、文字から伝わる温かみを感じながらお相
手の好きなことに興味を持ち関心の幅を広げたいと思い、
入村しました。日常の些細なことをお互い楽しくお話出
来たらいいなと思います。お手紙お待ちしています。
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ちよさん
なにわ通り 348番地 2020年4月15日まで

女性
30代

読書、海外ドラマ、ゲーム、料理

30代後半の独身です。昔、文通がとても楽しかったので、
こちらに登録しました。 趣味が合う方でも、全然違う方
でも、ぜひお話聞かせてほしいです。よろしくお願いし
ます。

小春さん
しゃちほこ通り 270番地 2020年7月15日まで

女性
50代

犬の散歩、読書、音楽鑑賞 、ウィンドウショッピン
グ

初めまして、小春と申します。 日々の暮らしの中、お手
紙を書く機会が無くなった今、お手紙の温かさを感じる
事が出来たら嬉しいです。 かなりのマイペース者ですが、
年齢問わず女性の方、宜しくお願い致します

ひさのさん
ちょるる通り 52番地 2020年4月15日まで

女性
40代

お笑い、らくがき、漫画、懸賞、コスメ

初めまして。専業主婦で幼児二人を子育て中です。 社交不安があ
りインドアですが、文通でゆっくりとお話してみたいです。 文を書
くのは好きなほうです。 趣味はどれも浅めですが日常の楽しみで
す。 日常のささやかな事、趣味の事、ちょっとらくがきなど気負わ
ずやりとりできたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

いしこさん
きりたんぽ通り 29番地 2020年4月15日まで

女性
30代

カフェ巡り/手紙を書くこと/文房具/絵本/ディズニー
etc..

再入村です。文通村を離れて「大好きな紙ものに触れていたい、
手紙を書きたい」と思い再入村しました。仕事と育児で忙しさに追
われる日々ですが、手紙を書くときが私の癒しタイムです＊ゆった
りペースですが、よろしくお願い致します。

ミントさん
相模ハマっ子通り 333番地 2020年7月15日まで

女性
30代

旅行、楽器演奏、料理、登山、散歩、インテリア、
収納術、道の駅巡り、仏閣巡りなど

もうすぐ40代になる既婚者です。昔も今も字を書くことが好きです。
学生時代は毎日手紙を書いて交換していました。あの頃のように、
同年代以上の方とお互いの好きなことや日常のことを文字を通じて
楽しく交流したいです！ 最近はずっと下手だった料理をがんばって
います。おすすめの美味しいお料理などありませんか？　よろしく
お願いいたします！

ライラックさん
ピーナッツ通り 310番地 2020年4月15日まで

女性
50代

映画、テレビ鑑賞、花を育てる、散歩、美味しい
ものを食べる、旅行

趣味は好きな事を書いてみました。子供の頃文通をして
いて又始めてみたくなりました。 ５０代独身です。特別
おもしろい事は書けませんが日常の他愛もない事でもお
話できたらと思います。

うめ花さん
相模ハマっ子通り 334番地 2020年4月15日まで

女性
20代

ホラーゲーム、ポケモン、FGO、グラブル、sideM、A3!、
園芸、アクアリウム、イラスト

久し振りに手紙を書いてみたいな、と思い登録させて頂
きました。趣味が近い方は勿論 手紙を通じて色々な方と
お話出来たらなと思います。宜しくお願い致します。

レイさん
相模ハマっ子通り 335番地 2020年7月15日まで

女性
30代

読書、テレビ、野球観戦、リラックマ 、携帯ゲー
ム

初めまして。夫婦2人暮らしのパート主婦です。趣味の話や日常の
ことなど、学生時代の手紙交換の様に気軽に楽しくのんびりと文通
出来たら嬉しいです。野球が好きでスワローズやベイスターズの
試合をよく観に行きます。最近はあまり読めてないですが、本を読
むのも好きです。サスペンスやミステリーが主ですが、面白そう
と思ったらジャンル関係なく読みます。よろしくお願いします。

つきみさん
火の国通り 40番地 2020年7月15日まで

女性
20代

食べる、寝る、読書、音楽鑑賞、歌う、弾く、泊ま
る、YouTube徘徊、ぼんやりする

出身地ではないためか、ふり返れば毎日職場と家の往復をしてい
る病院勤務者です。激務夫とすれ違いの二人暮らし中。 凝ったお
手紙はできずゆったりペースですが縁あってお目に留まられた方
ご質問等でも構いません。ご検討よろしくお願いします！

アランドロンさん
信濃通り 100番地 2021年1月15日まで

男性
70代

写真撮り、読書、映画鑑賞、園芸

寂しさのつれづれに手紙を書いています。小生若き頃、盛んに文
通しておりました。封書に記念切手を貼るのが楽しみで、発行さ
れる記念切手を買うのが楽しみでした。当時は封書は20円だった
と思いますが、今や84円とは高くなったものです。ああ、青春の
流転。懐かしきかな青春よ”　(#^.^#)
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ざくろさん
相模ハマっ子通り 336番地 2020年7月15日まで

女性
30代

写真撮影、料理、寺院巡り、小旅行

30代、既婚女性です。広く浅く、色々なことが好きです。学生時
代手紙を書くのが好きだったので、また誰かと文通したくて登録し
ました。よろしくお願いします。相談したり、されたり、のんびり
やり取りできたら嬉しいです。世界を広げるきっかけになりますよ
うに！

こんたぬきさん
さぬき通り 41番地 2020年7月15日まで

男性
60代

読書、クラシック、あと少しの料理と映画

何だか違う世界の人と出会って見たくて、こっちが違っているかも
知れないけど、他愛もないことでほっとしたい。そんな気持ちです。
いつも見ている景色も気持ちの有りようで、違って見えるから。
そんなことを普通に話せたら、いいな、と思ってます。

ゆみさん
六甲通り 256番地 2020年4月15日まで

女性
30代

旅行、万年筆、文具、神社仏閣、カフェ、猫、料理、写真、
シーシャ、料理、中国茶や紅茶

はじめまして。30代も半ばとなり、めっきり文字を書く機会も減っ
てしまい、文通村に興味を持ちました。浅く広くの趣味ですが、い
ろんな景色を見ることが大好きです。 短文、長文問いませんので、
様々な方とお話しできると嬉しいなと思います。よろしくお願い致
します。

まっちゃさん
なにわ通り 349番地 2020年4月15日まで

男性
20代

読書、音楽、YouTube、魚釣り、ランニング

はじめまして。手紙屋という本がきっかけで文通村に入
村しました。文通をするのは初めてですが、日常生活の
何気ないことや色んなことをやりとりして行けたらなと
思っています。どうぞよろしくお願いします！

てつやさん
相模ハマっ子通り 337番地 2020年7月15日まで

男性
40代

温泉、散歩、ドライブ、文鳥、猫、スヌーピー、花、甘いも
の、投資、笑顔、相手のいいところ探し

字も文章も下手っぴですが心を込めて文通に再チャレンジ！ 僕の
夢は結婚！なのですが、そこだけにこだわらずに、趣味など、い
ろんなお話ができたらいいなぁと思ってます。 ぜひ、気軽にお手紙
をください！ 質問です！僕は『優しい』と言っていただけることが
あるのですが、ある会話で『優しいだけではダメなんだよね～』と。
足りない部分を見つけたいので、ぜひ、ご意見を！

絹さん
ピーナッツ通り 311番地 2020年4月15日まで

女性
30代

文通、ポスクロ、スタバ、園芸、映画、舞台、着物(超初心
者です)、ディズニー、文具、旅行

小さな頃から文字を書くこと、素敵なレターセットを使うのが好き
です。子育ての合間にハンドメイドしたりガーデニングしたり、疲
れない程度に趣味を楽しんでいます！載せられないほど多趣味な
ので色々なお話ができたら嬉しいです♡のんびりペースの方や短
文でも大歓迎です！(アニメや漫画はほとんど分からないのでごめ
んなさい、、)

紫文さん
どさんこ通り 239番地 2020年7月15日まで

女性
30代

音楽(邦楽洋楽)、邦画、旅行、アウトドア、紙モノ集め、ゲー
ム(バイオシリーズ)、カフェ探し

初めまして、紫文(しふみ)と申します。寒ーい場所で、医療職をし
ながら旦那さんと仲良く暮らしてます(ゆるーく妊活中でもあります)。
仕事ばかりで疲れてしまい少し気持ちに余裕を持つためにと思い
切って登録しました。映画は「愛のむきだし」や「恋文日和」が好
きです。嬉しいことや楽しかったこと、悩みなどをゆっくり一緒に
お話出来たら嬉しいです。よろしくお願いします！

さよさん
茶畑通り 151番地 2020年7月15日まで

女性
30代

猫、バレーボール、料理、ショッピング、カラオケ、

初めまして♩小さな頃から手紙を書くのが好きでした！ 現在育休中
です。6ヶ月の娘がおります。 以前から興味のあった文通を始めて
みたく、勇気を出して文通村に入村しました。 猫が大好きです。
よろしくお願いします。

あずきさん
伊勢通り 64番地 2020年4月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、旅行、神社めぐり、読書、資格取得、
ピアノ、体を動かすこと

はじめまして。あずきと申します。 昔から、手紙や文字を書くこと
が好きです。 社会人１年目です。子どもたちと関わる仕事をして
います。幅広く、たくさんの方と出会う機会を大切にしたいと思い、
はじめました。なので、どなたでも大歓迎です！！よろしくお願い
いたします。

黒依さん
ピーナッツ通り 312番地 2020年7月15日まで

女性
30代

ゲーム、イラスト、紅茶、喫煙、飲酒、猫

初めまして。日常の他愛もないお話とかをのんびりとし
たいです。ゲームはアクション系とRPG系が好きです。
字は上手くないのですが、楽しく文通ができると良いな
と思います。よろしくお願いします。
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ゆめじさん
日向の国通り 26番地 2020年4月15日まで

女性
60代

読書，映画鑑賞

はじめまして。見知らぬあなたに書く手紙。ワクワクしま
す。だけど私の日常は変化に乏しい。書く内容は空想的
なものとなりましょう。こんなフワフワ人間で良ければ
おつきあいください。

ばーがんでぃーさん
相模ハマっ子通り 338番地 2020年4月15日まで

男性
30代

万年筆、インク、ペン習字、革製品、美術館、音楽・映画鑑
賞、喫茶店・カフェで過ごすこと、旅行

仕事では、パソコンを使って文章を書くことが多く、長らく手書き
の良さを忘れていました。万年筆を買ってから、昔書道をやってい
た頃の感覚が戻ってきて、急に手書きをしたくなり、ペン習字も習
い始めました。あまり社交的なほうではありませんが、意外と多
趣味と思っています。趣味についてでも、それ以外のことでも、
色々とやりとりできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

いずみさん
ピーナッツ通り 313番地 2020年4月15日まで

女性
20代

音楽（Spitz/洋楽/ジャズ）、多肉植物、カフェ巡り、ベトナ
ム料理、海、シロクマや犬

南の島出身の社会人1年目です。多様な考え方に触れたいな、知
らない街から手紙が届くようなときめきを作れたらなと思い始めて
みました！洋楽は特に70年代〜90年代のロックが好きです。文通
初心者ですが一生懸命考えてお手紙書きたいなと思っていますの
で、どうぞよろしくお願いいたします

あかりさん
なにわ通り 350番地 2020年4月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、カラオケ、資格をとることなど

学生の頃文通していたのがなつかしくなって登録しまし
た。結婚4年、子供はいないパート主婦です。色々な話
がしたいです。宜しくお願いします。


