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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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ゆうかさん
なにわ通り 117番地 2020年7月31日まで

女性
30代

文通、邦ロック、ライブ、雑貨屋巡り、スーパー銭
湯、バイク、旅行

こんにちは。3年ぶりに再開しました！手紙を読むこと、書くことが
楽しみです。普段は看護師しています。邦ロックをよく聴きます。
特にサカナクションが大好きです。愛車はスーパーカブです。よろ
しくお願いします！！

すだっちさん
杜の都通り 78番地 2020年10月31日まで

女性
30代

旅行、ドライブ、レタセ・シール・マステ集め、ディズニー、
サンリオ、コーヒー、ショッピング

1年ぶりに文通村に帰村しました。 またどうぞよろしくお願い致し
ます₍₍ ◝(●˙꒳˙●)◜ ₎₎医療関係の仕事をしています。 風景印、御
朱印集めにもハマっています。 お手紙書くとき、レタセを選ぶ時間
が何気に一番好きです♡♡

カメタロウさん
なにわ通り 365番地 2020年7月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、ボタン収集、フィルムカメラ、
ポストカード収集

こんにちはカメタロウです。最近、友達がどういう字を書くのか知
らないことに気がつき、今こそ手紙を書かないと！と思いたちまし
た。映画、本、音楽など好きです。漫画も少し読みます。くらも
ちふさこ先生が特に好きです。趣味や日常のこと、性別、年齢問
わず、たくさんの方とお手紙交換ができたら嬉しいなと思います。

地球勝紀さん
相模ハマっ子通り 362番地 2020年10月31日まで

男性
30代

小説、絵、作詞作曲、読書、水泳、ダイエット、筋トレ、旅
行、女性アイドル、ディズニー

地球勝紀と申します。精神障碍者で、統合失調症ですが、速読が
得意です。愛情を持った手紙を書きたいと思っています。仲良くなっ
たら、おれの描いた絵ハガキをプレゼントしたいです。あまり長文
は書けませんが、短い手紙をやりとりできたらと思います。よろし
くお願いいたします。

ちゃこさん
彩の国通り 362番地 2020年10月31日まで

女性
30代

雑貨&文具&紙モノ集め、くまのがっこう、K-
POP(主にYG)、JO1

幼い頃に集めた紙モノが処分出来ずにいたのですが、熱が再燃。
コレクション癖があるため、溜まる一方のレターの消費と新しい物
を購入する口実でもありますが、男女、年齢問わず気になりまし
たらよろしくお願いします(^^)

そらさん
どさんこ通り 257番地 2020年10月31日まで

女性
30代

猫と遊ぶ、読書、映画鑑賞、家事、ランニング、
フィットネスゲーム

初めまして。そらと申します。 子供の頃文通をしていましたが、途
絶えてしまいました。最近、友人から手紙を頂き、手書きの嬉しさ、
暖かさ、やり取りの楽しさを思い出し、文通を再開したくなりこち
らへ登録しました。 ３歳の子持ちです。お返事書くのが送れるか
もしれませんが、何気ない日常の共有などが出来たら嬉しいです。

御空和泉さん
彩の国通り 363番地 2020年7月31日まで

女性
10代

運動、フィルムカメラ、カラオケ、文房具集め、絵を描くこ
と、ネットサーフィン、小説を書くこと

レトロなものやアナログなものが好きで文通に憧れてい
ました。高校時代に競歩で関東大会に出たことがありま
す。今は東京藝大を目指して浪人中です。手段を問わ
ず頭の中を表現することが好きです。

なおふきんさん
お江戸通り 766番地 2020年7月31日まで

男性
20代

散歩、長風呂、ミセス、ヨルシカ、村上春樹、カ
ミュ、ドストエフスキー、イモリ

愛知県から上京して３年あまり、小さな山のある町で徒然なる
日々を送りながら、美術大学に通っています。 普段はお風呂で本
を読んだり、ベッドで本を読んだり、喫茶店で本を読んだりします。
バレてしまったかもしれませんが、、、暇をしております。 文章を
書くということに真剣に向き合って、ぼくの人生を切り取ってみたい
と思っています。よろしくお願いします。
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ゆかぽさん
お江戸通り 767番地 2020年10月31日まで

女性
20代

カメラ、読書、パズル、お掃除、お散歩、お笑い

色んな人の夢や好きなこと、幸せな時間、時には辛いこといろん
な感情に触れてみたいです。 私は子供の気持ちに寄り添うお仕事
をしています。大変なことも沢山、言葉に出来ず、暴力や反対に
過度な甘えで接してくる子供たちの気持ちを考える日々です。 気
持ちを言葉にすることの大切さを、実感しているいまここで出会っ
た皆さんと文字を通して、繋がりたいです◡̈

あきりんごさん
信濃通り 106番地 2020年10月31日まで

女性
30代

おでかけ、買い物、料理、カフェとか飲食店巡り

携帯を触っていたら必然的なのかたどり着きました！懐かしいよう
な暖かい気持ちになり誰からも連絡なかったらと不安になりつつも
自己紹介を書いてます。今は大好きなおでかけができなくて、寂
しいですが好きな料理ばかりしています。そして資格を取ろうと思
い日々勉強しています。書き足りませんがいろんなことに興味があ
りいろんな話がしてみたいです！どうぞよろしくお願いいたします。

おしゃれ貴族さん
お江戸通り 768番地 2020年7月31日まで

女性
50代

ピアノを弾くこと、文通、映画鑑賞。音楽鑑賞、国内旅行
（に、伴い朱印集め）＆各地の温泉巡り

初めまして。 小学校3年生の時に文通を始めたのをきっかけに趣味
の一つになりました。 ここ数年は文通にご無沙汰ですが、また再
開をしたいと思います。 温泉巡りにて、ご当地のキーホルダーや
特に気に入ったマグカップやエコバッグを集めるのも好き。パワー
ストーンも好き。 頭の中は永遠の17歳です。 後天性障がい者で
すが、よろしくお願いします。

りりさん
しゃちほこ通り 289番地 2020年10月31日まで

女性
30代

絵画鑑賞、読書、ヨガ。

絵を描くこと、本を読むことが好きな落ち着きのない30
代女性です(^^)

くらげさん
お江戸通り 769番地 2020年7月31日まで

女性
30代

読書（小説・マンガ）、美術館・博物館巡り、お酒、
レトロサンリオ、90年代邦楽

子育て真っ最中の会社員です。昔から文通に興味があり、思い切っ
て入会しました。今はなかなか時間がありませんが、美術館・博
物館・寺院巡りが趣味です。浅田次郎さんや栗田有起さんの小説
も好きです。皆様との文通でワクワクしたいです。どうぞよろしく
お願いします。

ひろみさん
なにわ通り 371番地 2020年7月31日まで

女性
50代

ピアノ　音楽　歌うこと　珈琲　料理

音楽をやっています。ピアノ弾いたり歌ったりしてます。珈琲が大
好き。小学生の頃に田舎に住む遠くの人と数年間文通していたこと
があって懐かしく思い、久しぶりに誰かにお手紙を書きたくなりま
した。よろしくお願いします。

ちこりさん
お江戸通り 770番地 2020年7月31日まで

女性
30代

美術館巡り、カフェ巡り、読書、音楽鑑賞、海外ド
ラマ、旅行

人と接することが好きでそういった職に就いてきましたが、同時
に1人時間もとても大切にしています。文通は小学生の頃から間が
空いたりもしたものの、ずっと続いている「自分らしさを取り戻せ
る不可欠な1人時間の一部」です。 温かいやりとりができたらうれ
しいです。

みそさん
六甲通り 271番地 2020年7月31日まで

女性
20代

読書、漫画、映画鑑賞、KPOP、語学、旅行、ドライフラワー
作り、カメラ、写真補正、映像編集

電子機器の画面ばかりを見つめるのではなく、字を書きいろんな
方の価値観に触れながら豊かな時間を過ごす生活をしたいという
思い、この春勤めていたデザイン会社を退職、また自身が春に誕
生日を迎えることから新しいことを始めたいという思いで入村しま
した。美大出身・韓国に留学経験があります。日々のこと等お話し
ませんか？良い出会いに期待しています。よろしくお願いします。

ふわりさん
とちおとめ通り 92番地 2020年10月31日まで

女性
30代

文通、読書、お散歩、文房具を見たり買ったり

はじめまして、こんにちは。 小学生の頃から手紙を書くことが好き
でした。 文具や雑貨、切手を見ることも好きです。 引っ込み思案
で、なかなか始めは文章が短いかもしれませんが、次第に仲良く
なれたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

六花（ろっか）さん
とちおとめ通り 93番地 2020年10月31日まで

女性
50代

手芸（編み物、刺繍など）、読書、美術観賞など

早期退職し、自然豊かな土地に引っ越してきて一年。今は、散歩
で自然に親しむのが楽しみです。昔は文通が趣味でした。時間が
できたのでまた、手紙のやりとりがしてみたくなりました。趣味の
話や日々思うことなど書いていきます。趣味はこの他もいろいろ。
気まぐれです（笑）手紙の形態のこだわりはありません。何でも
受け止めます！。よろしくお願いします。
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うみさん
相模ハマっ子通り 368番地 2020年7月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、お絵かき、料理

20代半ばのしがない専業主婦。絵を描くのが子供の頃からの趣味
です。読書が好きで、活字が好き、人の紡いだ言葉や文章を読む
のが好きです。お互いのこと、生活や趣味、他愛のないことを楽
しく綴り合えたらいいなと思っています。

まろんさん
お江戸通り 771番地 2020年10月31日まで

女性
40代

お絵描き(漫画・イラスト)、ハンドメイド(レジンや洋裁等)、
カラオケ、紙モノ集め、百均巡り

可愛い物やオシャレな物が大好きな既婚子無しの多趣味な主婦で
す。 アニメや漫画のキャラクターや似顔絵を描いたり(アナログ中
心)、色々作ったり、雑貨や文具を見る事が好きです。 最近は紙モ
ノを集めては、封筒や袋を作るのにハマっています。 去年はレジ
ンアクセサリー作りに夢中でした。 下手な字ですが頑張って書き
ますので、よろしくお願いします。

さんけさん
お江戸通り 772番地 2020年7月31日まで

女性
50代

散歩、読書、着物、語学、料理（とくに米飯が好き）、さ
まざまな色のインクで文章を書くこと

ルピシアのお茶と中国茶を愛飲しています。 架空・実在を問わな
い無類の動物好きです。 お手紙はインクと万年筆、もしくはガラ
スペンで書かせていただきます。 といいつつ、あまり上手な字で
はありませんのでご容赦ください。 仕事と家事をしながらなので、
正直、筆まめにご返事できるかどうかわかりませんが、ゆっくりの
ペースでも構わない方、よろしくお願いします。

ななさん
信玄通り 27番地 2020年10月31日まで

女性
30代

旅行、ショッピング、コスメ、音楽鑑賞、KPOP、ジャニー
ズ、神社仏閣巡り、読書、ねこ観察

初めまして^ ^ 30歳です。最近日記を書き始め、文章を書くことが
好きになりました。文通は学生時代に少ししたことがあり、また誰
かと交流してみたいなぁと思い登録しました！多趣味なので、
色々なことを文通でお話しできればと思います。

ことはさん
かすていら通り 16番地 2020年7月31日まで

女性
20代

レターセット・雑貨・切手・シール集め、映画鑑賞、
ゲーム、漫画、アニメ、手作り

ことはと申します！学生の頃やっていた文通が懐かしく
なって、また入会させていただきました！お話を聞くの
も綴るのも大好きです！よかったら仲良くしてあげてく
ださい！

あいこさん
しゃちほこ通り 290番地 2020年7月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、バドミントン

はじめまして。文通を通して温かい関係が築きたいと思っ
てます。どんなことでもいいので、自分の知らないこと
をもっと知っていきたいです。気軽にお手紙下さい。

はとさん
六甲通り 272番地 2020年7月31日まで

女性
20代

映画鑑賞(MCU・洋画)、ディズニー、ジブリ、エスニック雑
貨、ゲーム、漫画、お笑い

自分が知らないことや、人の好きなものの話を聞くことが好きです。
趣味の話じゃなくても、日々のことやお天気の話とか小さな自慢話
とか、ちょっとしたことでもお話しできると嬉しいです。 漫画はワ
ンピース・乙嫁語り、ゲームはあつ森・KHが好きです。どうぞよろ
しくお願いします。

すずらんさん
なにわ通り 372番地 2020年7月31日まで

女性
20代

カフェ・喫茶店めぐり、映画、、雑貨、読書、どう
ぶつの森、北欧、ムーミン

はじめまして。色々な方と文通にてお話しが出来たらいいなと思っ
てはじめました。お出かけをするのも好きですがどちらかといえば
インドアな方だと思います＊20代後半 会社員です。ゆるい性格で
すが宜しくお願いします。

がんちゃんさん
しゃちほこ通り 291番地 2020年10月31日まで

女性
20代

ディズニー、宝塚歌劇、読書、舞台観劇、ミュージ
カル、音楽鑑賞、ヨガ、歌うこと

小学校の図書室で働いています。 元々手紙を書くことが
好きで、こちらを通じてたくさんの方とお手紙のやりと
りができたら…と思っています。 よろしくお願いいたし
ます。

みっきさん
杜の都通り 125番地 2020年7月31日まで

女性
30代

散歩、おでかけ、ショッピング、カラオケ、漫画、イラスト、
料理、音楽鑑賞、youtube

はじめまして。家にいることも多くなり、日常に置かれているもの
たちにも目を向けていきたいなぁなんて思う今日この頃。皆さんの
幸せな時間や物をたくさん知りたいです。一緒に文通楽しみたい！
よろしくお願いします。
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ひかるさん
常陸の国通り 117番地 2020年7月31日まで

女性
20代

カメラ、カフェ巡り、サックス、音楽、パズル、犬、
カラオケ

はじめまして。 ひかるといいます。 昔から手紙を書くことが好きだっ
たのですが、しばらく離れていて、久しぶりに文通がしたいと思い
始めました。 最近はカメラを持って街歩きをすることが好きです。
おススメの趣味教えてほしいです。 どなたでも気軽に交流してい
ただきたいです。 よろしくお願いします！

ひろみさん
とちおとめ通り 94番地 2020年10月31日まで

女性
40代

ディズニー、京都旅行、ライブ(aiko、小田和正)。

小さい頃に文通をしたことがあり、懐かしく思っていた時に文通村
を知りました。お手紙を受け取った時の何とも言えないドキドキ、
幸せな気持ち...また味わいたいです。仕事は保育士。小学生の一
人息子がいます。日常のたわいもないことetc.....何でも良いので
お話ができれば良いなぁと思います。老若男女、様々な世代の人
達とお手紙交換ができたら嬉しいです。

つよしさん
どさんこ通り 258番地 2020年7月31日まで

男性
20代

音楽を聴く、散歩、楽器演奏、大相撲中継観戦、
写真撮影、鉄道旅行

はじめまして。自宅近くにわりと大きな公園があり、よく散歩に行
きます。顔なじみの先輩とたまに楽器をやったりしています。イン
ターネットで音楽を聞いてCDを買うのも好きです。大相撲は子供
の頃から見ていて安美錦関がお気に入りでした。よろしくお願いし
ます。

あまね　さん
お江戸通り 774番地 2020年10月31日まで

女性
30代

小説、音楽、映画、文具、写真、コスメ、脱出ゲー
ム、カフェ巡り

自宅で過ごす時間が増えたので始めてみようと思いました。普段
は薬局で働いています。 歌うの大好き、よく聴くのはBUMP OF
CHICKEN、RADWIMPS、米津玄師、Mrs. GREEN APPLEなどなど。
マステやシール、レターセットなど文具を集めるのも大好きです。
最近は可愛い動物の動画にはまってます。老若男女問わず、仲良
くなれたら嬉しいです！

れいさん
どんたく通り 188番地 2020年7月31日まで

女性
20代

美術鑑賞、音楽鑑賞、ハロプロ、写真を撮ること、
アニメ、漫画、読書、硬式テニス

はじめまして。 文字を書くことが好きで、また色んな方の趣味の
お話や人生観をぜひ文字で読みたいと思い、登録致しました。 趣
味としては、最近は主にハロプロオタクとして奔走しています。画
家はカラヴァッジョが好きです。音楽はいろんな年代の邦ロックを
聴いています。漫画やアニメも色々な年代のものを見ます。 普段
は理系の大学院生です。宜しくお願いします。

にゃあちゃんさん
なにわ通り 373番地 2020年7月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、文具集め、海外文具集め、文通、音楽
鑑賞

関西に住む34歳です♡♡文房具集めが大好きで
す♡♡(シールやメモ)今は、韓国の可愛い物を集めてま
す。書く事が好きで文通大好きです。仲良くなればご当
地の交換なども出来たらいいなぁと思います♡♡

ゆい子さん
お江戸通り 775番地 2020年7月31日まで

女性
20代

散歩、植物観賞、読書、家カフェ

はじめまして。20代前半の社会人です。雑貨屋さんとKALDI、散
歩をすることが大好きです。最近は、漢検の勉強とハンドドリップ
の練習を頑張っています。小川糸、益田ミリ、横溝正史の本をよく
読みます。テレビは殆ど見ません。皆さんの毎日の楽しみ、好き
なもの、景色、教えてください。風通しのよいやり取りができたら
いいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。

しずかさん
お江戸通り 776番地 2020年10月31日まで

女性
30代

猫、旅行、カメラ、映画鑑賞、キャラカフェ巡り、
文具、グルメ

初めまして。耳が聞こえません。 国際結婚で、1児息子がいます。
小さい時から文通が好きで、文通村を入会してみました！たまに
日本語が苦手ですが、、楽しく文通したいと思います。 出来れば、
女性限定で、お願いいたします。改めて、よろしくお願いいたしま
す！

はなちゃんさん
阿波の国通り 33番地 2020年7月31日まで

女性
30代

スヌーピー 、カメラ、USJ、マステ集め、旅
行、DvD鑑賞、文房具、

初めて登録してみました！趣味など同じ方がいればお話しできた
らなと思ってます⑅︎◡̈︎* 介護の仕事をしており仕事の息抜きに沢
山の方と話が出来たら嬉しいです‼︎マステ集めたら最近はデザイ
ンペーパーなどが気になってます！

川上十字路さん
お江戸通り 777番地 2020年7月31日まで

男性
20代

洋画、将棋、音楽鑑賞＆制作

はじめまして。普段は文系の大学に通っています。 一人でいるこ
とが好きなので、基本的に何をするにも一人です。大学では友達
０人ですが、屈せず前向きに、悠々自適のキャンパスライフを送っ
ています。 それと、文通をするのは初めてです。日常の些細な出
来事や趣味の話など、構えすぎずにやり取りできたらいいなと思
います。よろしくお願いします。
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つむぎさん
ピーナッツ通り 187番地 2020年10月31日まで

女性
50代

ウォーキング、季節の花、日記、手紙、美術館、
博物館

夫とわんこ1匹との暮らしです。手書きの温かさや待つ
時間も手紙の魅力だと思います。 ゆっくりしたペースで
いろいろとお話できると嬉しいです。

こっとんさん
相模ハマっ子通り 369番地 2020年10月31日まで

女性
30代

ポスクロ、マスキングテープ、ポストカード集め 旅行、ス
キー、海外ドラマ、カフェでのんびり

祖父が残してくれた切手をきっかけにポスクロを始めました。4月
から国際郵便受付停止になり、国内に目を向けたところ文通村さ
んに出会いました(^ ^) 旅行の際は自分宛にフォルムカードに風景
印を押して送るのにはまってます。 ポストカードでの文通も大歓迎
です！ パステルカラーや可愛いイラストが好きです。もちろんそ
れ以外も！みなさんからのお便り楽しみにしてます♪

伊桜里さん
お江戸通り 778番地 2020年7月31日まで

女性
30代

読書、ショッピング、旅行

初めまして伊桜里(いおり)です。学生時代にやっていた文通が懐か
しくて入会しました。普段は仕事と家の往復であまり人と話す機会
がないのでいろんな方とお話ししてみたいです。最近、文具収集
にはまっていてペンや紙物が特に好きです。旅行は国内外問わず
好きです。返事は早くはないと思いますがマイペースに文通出来た
らいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。

はるえるさん
常陸の国通り 119番地 2020年7月31日まで

女性
50代

のんびり、香り、ぼおっとする、食、短い言葉、
文様、健康、空、光、ゆらゆら

夫と、もふもふ猫ちゃん達と暮らしています。 のんびり
することを最優先する世界で生きています。葉書、短い
文章（詩、俳句、短歌など）、手紙が好きです。

美優さん
さるぼぼ通り 23番地 2021年4月30日まで

女性
50代

アクセサリー作り、料理

初めまして。再入村となります。やっと生活が落ち着い
たので、またお世話になろうと思い登録しました。 普段
の何気ない日常などをお話出来たらと思います。 よろし
くお願い致します。

はるさん
さがん通り 28番地 2020年7月31日まで

女性
10代

NEWS(ジャニーズ)、文通、手帳、日記、映画鑑賞、
パン屋巡り

初めまして！学生の頃から文通をしており、ずっと気に
なっていたので今回入会しました。 趣味や日常の事など、
色んなことをやりとりできたら嬉しいです！よろしくお願
いします。

マサミさん
お江戸通り 779番地 2020年7月31日まで

女性
40代

文字を書くこと、ペン習字、食べ歩き、おひとり様
飲み、Youtube鑑賞

はじめまして。 学生時代に文通をしてたことがあります。ＳＮＳ
を通して簡単に連絡が取りあえる時代ですが、あえて手書で交流
する文通をまた始めたくて登録させていただきました。 現在婚活
中ですが結婚するべきか否か迷い中です。 仕事の悩みや、他愛も
ない日常会話など色々と手紙を通してやり取りできればいいなと
思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。

華さん
彩の国通り 364番地 2020年7月31日まで

女性
30代

観劇、ペン字、読書（ミステリー）、ウォーキング、
お酒

はじめまして。華と申します。かわいいレターセットやシールを集
めるのが大好きで、たくさんの方とお手紙で交流してみたいと思い、
入村しました。いちばんの趣味は観劇ですが、全く違う趣味の方と
も交流をして、自分の知らない世界のことも教えてもらえると嬉し
いなぁと思っています。よろしくお願いいたします！

さくらねこさん
しゃちほこ通り 292番地 2020年7月31日まで

女性
40代

ハンドメイド、読書、アニメ、ゲーム、文具、手
帳

はじめまして、「さくらねこ」と申します。 年齢性別地域一切関係
なく、いろいろな方と交流ができたらいいなと思っています。 ちま
ちまと細かい作業が好きなので、ハンドメイドで色々作って楽しん
でます。 どうぞよろしくお願いします。

うふさん
越中通り 43番地 2020年10月31日まで

女性
40代

刺繍、読書、漫画、洋楽、新たに文通にしたい

既婚３児の母です。文通はその昔、引っ越した友達としたけど続
かなかったという想い出で、全然知らない人とだったらどういう風
に続くのかなという興味があってはじめることにしました。仕事や
子育てで自分の時間があまりとれないので、癒やしになればと思
います。が、どんな話でも大丈夫です。お便りお待ちしてます。
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にじいろさん
ピーナッツ通り 329番地 2020年7月31日まで

女性
40代

文房具、手帳、カフェ、ハンドメイド、音楽鑑賞（スピッツ、
岸洋佑くん）、邦画、読書など

2人の男の子がいるパート主婦です。初めて文通をしたのは小学生
の頃。文房具や紙もの好きなので、レターセット・ポストカードを
選ぶのも好きです。ハンドメイドはフェルトのおもちゃ、アクセサ
リー等色々作ります。男の子のママなので、特撮とかも結構好き
です(笑)今、あつ森やってます。幅広い方とのんびりお話したいで
す。よろしくお願いいたします。

ガサガサボタモチエビさん
相模ハマっ子通り 370番地 2020年10月31日まで

女性
10代

お絵描き、ポケモン、美術鑑賞、カラオケ

いろいろな方の事を知りたいです！文通初心者ですがよ
ろしくお願いします。

まいさん
お江戸通り 780番地 2020年7月31日まで

女性
20代

野球（横浜DeNAベイスターズ）、Mr.Children、料理、ファッ
ション、猫、旅行

最近ミスチルの歌詞集を読んで、久しぶりにペンを持って何か文
字を書きたいなという気持ちになりました。プロ野球観戦や旅行
が好きですがこんな状況でそれら何もできずにおります。誰とで
もすぐに連絡を取れる時代だからこそ、のんびりと返事はいつくる
かな〜と心の隅に小さな幸せを持って過ごしたいです。そんな小
さな幸せのある日々を少しだけ共有しませんか。

いろはさん
なにわ通り 375番地 2020年7月31日まで

女性
40代

文通、紙物集め、100均巡り、動画鑑賞など

可愛い紙物が特に大好きな40代です。趣味の話だけでなく老若男
女、年令など気にせず色々な話が出来たら嬉しいです。私も日常
の話が多いかも？未婚既婚どちらの方も問いません。100均物は
嫌などこだわりのない方希望です。

ひまわりさん
相模ハマっ子通り 371番地 2020年10月31日まで

女性
30代

文房具集め、マステ、手帳、読書、カフェ巡り、
食べること

3歳の女の子がいて、妊娠中の働くママです。地方の雪国出身で
のんびりしています。 もうすぐ産休に入りますので、時間が出来
たらしたかった文通村に入村しました。 小学生の頃から社会人に
なるまで身近な友達と文通していた頃のワクワクをまた味わいたい
です。 同じ趣味の方、全く違う趣味の方いろんな方と繋がれたら
嬉しいです。 よろしくお願いいたします♡

みかづきさん
どんたく通り 189番地 2020年7月31日まで

女性
30代

バスケ、漫画、Mr.Children、お酒、パン屋巡り、
猫、国内旅行

初めまして(^^) 30代で営業職をしています、独身です。 最近
はLINEやメールでのやりとりが殆どなので、自筆のお手紙のやり
とりがしたいなあと思い、入会しました。 猫を1匹飼っていて可愛
いがっています。 今は行けませんが、1泊2日程度の旅行によく行
きます。 色々なお話しが出来ると嬉しいです(*^^*)

ゆっきぃさん
信濃通り 107番地 2020年7月31日まで

女性
40代

青春18きっぷの旅、文具、スーパーカブ、ジャニー
ズ、スノーボード、ライブ

40代独女です！気ままな一人暮らししています。 趣味があっても
合わなくても、時事ネタでも恋バナでもなんでもフランクにお話で
きたら嬉しいです。 ジャニーズ好きさんもお願いします♪(私
はA.B.C-Zが好きです)

デラデラ45さん
どさんこ通り 259番地 2020年7月31日まで

女性
20代

読書、音楽ライブ、スポーツ観戦、映画・アニメ鑑
賞、ディズニー全般、旅行

夫と趣味を共有していて、さまざまなことに興味があります。営業
職です。今年から妊活始めました。趣味のことはもちろん、新た
なことにも興味があるので、どなたでもお手紙お待ちしています。
色々な年代の方と交流したいです。よろしくお願いします。

みかんさん
お江戸通り 781番地 2020年10月31日まで

女性
20代

料理、読書、旅行、アニメ、映画、音楽鑑賞、観劇、ショッ
ピング、カフェ巡り、ビリヤード

行動力はピカイチで思い立ったら、やらずにはいられな
いです！毎日何か1つでも新しいことを発見したり、心
動くような非日常を味わうことが好きです！

ルナさん
彩の国通り 68番地 2020年10月31日まで

女性
40代

旅行、温泉、料理、お酒、読書（漫画も）、映画、紙モノ
収集、料理雑誌、スイーツお取り寄せ、猫

40代の主婦です。夫と中1の息子、猫2匹と暮らしていま
す。趣味以外にも、日常のちょっとした出来事などのお
話をしませんか？ ポストカードも大歓迎です。
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みやみやさん
信濃通り 108番地 2020年10月31日まで

男性
20代

鉄道、旅行、温泉、ドライブ、スキー、野球、洋楽
（QUEENなど）

はじめまして！文通でいろんな人と繋がってみたいと思っ
て始めました。最近は出歩けませんがいろんな場所に行
くのが好きです。気軽にお話しできればと思ってます。
お手紙待ってます！

つんごろさん
お江戸通り 782番地 2020年7月31日まで

女性
20代

寝ること、YouTubeを観ること、カラオケ、お酒、
音楽

初めまして。 4月より新社会人として働き始めました。 介護の仕
事をやっております。人との新しい出会いを文通を通じて見つけら
れたらと思っています。 日々のこと、たわいもないこと、顔が見え
ないからこそ話せること何でも話せたら嬉しいです。文通はほぼ初
心者ですが、宜しくお願いします。

ふみふみさん
加賀の国通り 51番地 2020年7月31日まで

女性
20代

食べること、筆ペン、絵本集め、田中達也さんの
ミニチュアファン、ドラマ、音楽を聴く

文通初心者の27歳の独身です。手紙を通して色々な方
に出逢えることに魅力を感じて登録しました。世代、男
女問わずお互いのペースでやり取り出来ればと思います。

mさん
上州三山通り 81番地 2020年7月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、映画鑑賞

はじめまして。mと申します。 音楽を聴くこと、映画を観ることが
好きです。 子供の頃から動物が大好きで、犬や猫、うさぎ、ハム
スター、ハリネズミを飼ったことがあります。 食べることも好きで、
特にラーメンが好きです。 日々のことを話し合える方に出会えたら
と思い、登録しました。 よろしくお願い致します。

弥生さん
しゃちほこ通り 294番地 2020年10月31日まで

女性
20代

散歩、読書、マンガ、アニメ、ゲーム、ラジオ、
雑貨屋巡り、ファッション、食べること

社会人2年目です。小学生のときに友達が引っ越してしまい、数年
間文通をしていました。以来手紙を書くのも読むのも大好きです。
趣味や日常の他愛ないこと、文通だからこそ言えるようなことなど
色々なお話をしたいです。年齢・性別問わず、のんびり穏やかに
文通できたらうれしいです！よろしくお願いします。

とんちさん
茶畑通り 159番地 2020年7月31日まで

男性
40代

釣り、キャンプ、バイク、電子工作、映画鑑賞、
自転車、パソコン、茶道、合気道

文通を通して新しい楽しみや発見ができたらいなと思っています。
文通を通して知り合ったご縁を大切にし、趣味の話とか交換しあえ
たらと思います。趣味はどれも中途半端なところもありますが、そ
んな話をしながら前に進んでいけたらと思います。

はっさくさん
六甲通り 273番地 2020年7月31日まで

女性
20代

料理、読書、登山、クラッシックギター、邦ロック、
映画

最近全くペン持ってない…文通してみたいなと思い始めました。20
代後半の社会人です。会社では社内SEしてます。毎年大きい山登
ることにしています。食べること大好きなので、最近はナンプラー
使う料理にはまってます。おすすめ料理や店とかあれば教えてくだ
さい。趣味が違っても色々な趣味とか聞けたら良いなぁって思って
ます。文通初心者ですが、よろしくお願いします！

桜梅桃李さん
信濃通り 109番地 2020年7月31日まで

女性
20代

歌、読書、映画鑑賞、舞台鑑賞、珈琲、パン屋巡
り

20代後半で転職をきっかけに今の地に移り住んだばかりです。子
どもの頃は、海外の子と文通しており、コロナの影響であまり外
出できず、またぜひ文章に触れてみたいなぁと思いました。好きだっ
た文から離れつつあったので、老若男女問わず文通をしたいなと
思っています。

まっちさん
お江戸通り 783番地 2020年7月31日まで

男性
40代

ランニング、写真、銭湯

今まで文通はしたことがありませんでしたが、デジタルでは得られ
ない感動があると思い始めてみました。 文章力はありませんが、
日ごろの出来事などをやりとりしたいと思っています。 自然や動物
が好きで７羽のセキセイインコとくらしています。よろしくお願い
します。

ゆうぐれさん
お江戸通り 784番地 2020年7月31日まで

女性
60代

猫、音楽鑑賞、読書、歴史、アウトドア、公園巡
り、1人旅

ずっと仕事一筋で走り続けてきたので、定年後の人生を
彩り豊かにゆっくりと。季節を感じながら、同年代の方
や遠く離れた様々な方たちともお話しできれば嬉しいで
す。緑の中で過ごす時間と、2匹の老猫に癒されます。
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ねこさん
お江戸通り 785番地 2020年7月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、スポーツ観戦、お笑い芸人、読書、キャ
ンプ、スノボ

社会人4年目になり、今年はやってみたい事をやろう！と思い始め
てみました。子供の頃から手紙が好きです。趣味や仕事の話、日
常の小さな事など色々な方とお話したいです。私で良ければ恋愛
相談なんかもして下さい！心を込めて手紙を書きたいと思います。

来海ゆうかさん
なにわ通り 376番地 2020年10月31日まで

女性
20代

読書、本屋巡り、散歩

来海ゆうか(くるみゆうか)と申します。小説や漫画を読むことが好
きです。書籍、ネット小説、媒体は限りません。また、お散歩や
甘いものが好きです。たくさんの方の考えに触れたいと思っていま
す。よろしくお願いします。

しなさん
きびだんご通り 82番地 2020年7月31日まで

女性
20代

ライブ(三代目、LDH)、デザイン、イラスト、刺繍、
写真、YouTube

文通を久々に始めたいなと思い、登録しました。ものを作ることが
好きで、イラストを描いたり刺繍をしたり、写真を撮ったりします。
色々とハマりましたが、今は三代目を追っかけ中です。さまざまな
趣味の方のお話に興味があります。よろしくお願いします！

もみじさん
相模ハマっ子通り 373番地 2020年10月31日まで

女性
10代

ジャニーズ、ドラマ映画鑑賞、漫画、美術鑑賞

受験勉強の息抜きとして休憩時間中に書きたいと思いはじめした。
私の家族が個性豊かなのでそのお話をしたり、趣味の話をしたり、
文通を通して価値観を広げたいです。 ジャニーズは美少年
とSnowMan(6人の時から)が好きです。 また、将来たくさん海外
旅行や留学にいきたいと思っているので、海外のお話も聞いてみ
たいです。

ゆうやんぬさん
もみじ饅頭通り 119番地 2020年7月31日まで

女性
40代

国内旅行、サイクリング、スマホ写真、収集→ポ
ストカード、シール、古切手

もみじ饅頭在住、彩の国育ち。 さらりと書けるポストカードやミニ
レター、一筆箋での文通は大歓迎。風景印や御朱印も好き。風船
便を出す時はレタセ使用。 宗教、出会い系、アダルト系等はお断
りです。 締切迫りお時間がない時でも、日にちと曜日、天候、気
温、何か一言だけをミニレターで良いです。 文通を通してゆるく
交流をしたいです。どうぞヨロシクお願いします。

ぺいたさん
桜島通り 52番地 2020年10月31日まで

男性
30代

散歩、読書、映画、ヨガ、スペイン語

字を書くことが好きで、前から文通をしてみたいと思って
いました。いろんな方と気軽にお手紙のやりとりをして
みたいです。よろしくお願いします。


