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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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つきつんさん
桜島通り 13番地 2021年1月15日まで

女性
20代

読書、日記、スピッツ、YouTube(畑、東海)、ゲー
ム、ぼく地球

普段無口な分お手紙でゆっくりお話できたらなと思い再入村しまし
た。本は元々ミステリー小説が好きで、最近はどんでん返しのな
いゆったりとした物語を楽しむために文学作品を少しずつ読んでい
ます。趣味のことを中心にお話したいので、共通するものがある
方と文通がしたいです。読書好きではありますが文章力はあまり
ないです…楽しい文通ができるように気持ちを込めてお手紙を書
きます。

さあやさん
古都みやび通り 94番地 2021年10月15日まで

女性
30代

文具集め、ラブライブ、野球観戦（阪神）、野球ゲーム、
犬、キティちゃん、トイストーリー

以前 ゆうは で登録していました。 文通村に戻りたいと思い再登録
しました。 LGBTQのバイで、FTMの彼氏がいます。 シールやマス
テでコラージュ作るの好きです！ 精神疾患がある為、仕事はA型
就労（作業所）です。 来年には今の仕事場の管理者になる為、
週6お仕事いってます！ スローペースになりますが、ぜひよろしく
お願いします♡♡

snowさん
もみじ饅頭通り 129番地 2021年1月15日まで

女性
40代

写真、寺社巡り、風景印・切手収集、文房具、映
画鑑賞、お笑い

はじめまして。北欧雑貨や文房具が好きな主婦です。 いろんな方
とお手紙を通じてお話できればと思い入会しました。 最近、ソロ
キャンプをやってみたいなぁと思ったりもしています。 共通の趣味
がある方、また違った趣味の方とも楽しくお話できたらいいなと思
います。 申し訳ございませんが、女性限定でよろしくお願いします。

けいさん
なにわ通り 427番地 2021年4月15日まで

女性
50代

歌うこと、ラジオを聴く、韓国ドラマ

はじめまして。特別な趣味がないまま、50代もあと少し
になった専業主婦です。 文通は初めてですが、様々な
方々とのご縁を大切にしながら、ゆっくりやり取り出来
れば嬉しいです。よろしくお願い致します。

ねこさんさん
土佐の国通り 32番地 2021年1月15日まで

女性
30代

漫画、小説、料理、旅行、メイク、筋トレ

はじめまして。 忙しい毎日の中で、ゆとりと癒しを感じたいと思い、
登録しました。 一番の趣味は読書です。いろいろ雑多に読みます。
最近はYoutubeで美容系や筋トレなどの動画を観るのも好きです。
趣味が似ている方でも、まったく違うご趣味の方でも、色々な方と
楽しい文通がしたいです。 お気軽にお手紙いただけると嬉しいの
で、 よろしくお願いいたします。

緋色さん
相模ハマっ子通り 449番地 2021年4月15日まで

女性
30代

旅行、カフェ巡り、グルメ、写真、日記、心理学、
動物、タイ語、名探偵コナン

30代のOLです。休みはよく美味しいものを探しに出掛けます。仕
事をこなしながらも色んなことに興味を持って、毎日楽しく生きて
います。人々のストーリーを聞くのも好きです。忙しい日常から少
し抜け出して、お話ししてみませんか？長文やハガキ、何でもOK
です!よろしくお願いします。^^

よしむらさん
相模ハマっ子通り 450番地 2021年4月15日まで

男性
30代

読書、映画鑑賞、アニメ、一人旅、VR

昔から見知らぬ誰かと文通をしてみたいと思っていました。とはいっ
ても最後に書いた手紙は数年前に地下アイドルの誕生日ライブで
出した応援メッセージ、それ以前に記憶はない程手紙に触れてき
ませんでした。 趣味の話やその他なんでも、気軽にやりとりさせ
ていただけると嬉しいです。

蒼子さん
お江戸通り 910番地 2021年1月15日まで

女性
30代

声優、アニメ、韓国ドラマ、ホラー映画

初めまして。蒼子（アオコ）です。 文通村を最近知った
初心者です。 色々な年代の方と、趣味が合わなかった
としても温かいお手紙のやり取りが出来たら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします！
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ゆいむにさん
彩の国通り 414番地 2021年1月15日まで

女性
20代

読書、ハンドメイド、お菓子作り、アニメ、ゲーム、
二次創作、登山、TRPG、楽器

初めましてです。昔、文通をした時は長く続けられなかっ
たので成長した今ならば、今度こそ長続きできるはず…！
と思い始めてみました。お手柔らかによろしくお願い致
します！

三月さん
きびだんご通り 88番地 2021年4月15日まで

女性
30代

旅行、寺社巡り、山歩き、釣り、料理、器の収集、
猫、歴史物のゲーム、占星術など

旅先できれいな絵葉書を見つけた時や、深夜にふと寂しくなった時、
手紙を書ける相手がいたらすてきだなと思い入村しました。 見知
らぬ土地を訪れることが好きで、特産品や限定品に目がない牡羊
座のおひとり様です。 いろいろな地域の方と、その土地ならでは
の暮らしのこと、お気に入りの物や場所、趣味の話など、穏やか
にやり取りできたら嬉しいです。

夕凪さん
越中通り 47番地 2021年1月15日まで

女性
20代

歌、自然巡り

こんにちは。保育士をしています。自然の中を歩いたり、
遊んだりすることが大好きです。日常の出来事や楽しかっ
たことをお手紙でぜひ教えてください。

おでんさん
どさんこ通り 289番地 2021年1月15日まで

男性
50代

おやつ作り、アクセサリー作り、映画・アニメ鑑賞、
パソコン製作

生粋の江戸っ子、訳あって現在は道産子。 人生の半分以上パソコ
ンと向き合っています。 その甲斐あって、仕事はIT関係フリーラン
ス。 趣味は主にインドア系。　ちょっとITとは かけ離れています
が・・・現在はワンコと同居中です。

三四さん
彩の国通り 415番地 2021年4月15日まで

女性
30代

雑貨屋巡り、文房具屋めぐり、ゲーム（今はあつ森とマリ
オ3Dやってます）、ネイル（ジェル）

オタク趣味あり（BL、ガンプラ造り等）ですが、最近は落ち着い
ています。 なのでお勧め等あれば教えていただけると嬉しいです。
またTwitterで連載されている漫画をよく読みます。（最近は着物
ちゃんとロリータちゃんが特にお気に入りです。） 雑貨、文具など
のウィンドウショッピングが好きです。 恋話などできる方も募集し
ています！

おかゆさん
伊勢通り 59番地 2021年4月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、旅行

以前も同じ｢おかゆ｣という名前で登録しておりました。忙しかった
のが少々落ち着きましたので、再登録させていただきました。 職
業 看護師（介護施設） コロナで中々外出もできませんので、どう
ぞよろしくお願い致します。

愛aiさん
お江戸通り 912番地 2021年1月15日まで

女性
40代

宝塚、美術鑑賞、映画、ミュージカル、美食、ポ
ワロ、あぶ刑事、有閑俱楽部

こんにちは。 「思い立ったら即行動！！」をモットーに、
何事も自分で体験してみる事を心掛けております。 趣
味欄に止まらず、日々のアレコレゆる～く楽しくお話出
来れば嬉しいです。

メープルさん
なにわ通り 429番地 2021年4月15日まで

女性
20代

マスキングテープ 、文房具集め、一眼レフ、そろばん 、ミッ
フィー、高校野球、漢検勉強中

はじめまして！20歳の社会人です。 趣味だけ見ると真面目で暗そ
うですが普段は明るい性格です。昔から手紙を書くのが大好きで
おばあちゃんからは手紙の文がうまいとよく褒められました。お仕
事や人生経験、日常会話、相談事、恋愛話なんでも構いません！
趣味、老若男女関係なく沢山の方と繋がれたら嬉しいです！よろし
くお願いします^_^

わさびさん
彩の国通り 416番地 2021年4月15日まで

女性
40代

字を書くこと、インク、万年筆、読書、習い事、自
然

字を書くことが好きで、文通歴も長いです。 手紙は、無地の便箋
にカラーインクで書くことが多いかと思いますが、それでも気にさ
れない方、お手紙お待ちしています。 すみませんが、TVやゲーム
の話は殆どわかりません。

マルクルさん
茶畑通り 172番地 2021年1月15日まで

女性
10代

映画鑑賞、ドラマ（主に日本や韓国）、ジブリ大
好き、音楽を聴くこと、鬼滅の刃

お互いが楽しく幸せな気持ちになれるような文通ができ
たら嬉しいです。よろしくお願いします。
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千景(ちかげ)さん
しゃちほこ通り 51番地 2021年1月15日まで

女性
30代

絵を描く事、アニメ(ヘタリア)フレークシールとマステとレタ
セ収集。タロット占いも好きです。

仕事に趣味に生きてる主婦です。オタクで子供居ますが、手紙の
内容は基本的に相手に合わせますので、ファーストレターでこうし
たいとかこんな感じでやりとりしたいを詰めて送りますので合う合
わないがハッキリすると思います。あなたの事も書いてきて下さい
ね。 長く続けれる友達みたいな関係が欲しいので、出来れば趣味
が同じ方でどれかに当てはまる方だと有り難いです。

ゆきさん
相模ハマっ子通り 451番地 2021年1月15日まで

女性
20代

海・水族館巡り、写真、美術、漫画、ランニング、
散歩・探検

はじめまして。色んな人の話を聞いてみたいと思い、登
録しました。楽しくお話できたらいいなぁと思います。よ
ろしくお願い致します。

結月さん
信玄通り 30番地 2021年1月15日まで

女性
30代

イラスト、カメラ写真、シール、アニメ・ドラマ・
映画映画鑑賞

初めまして。マステやシールが大好きで、手書きに魅力を感じて
おり県内外問わず色んな方と文通させて頂きたいです。 絵描きや
仮装、某キャンプアニメの影響でアウトドア欲があったり(笑)カメ
ラや猫好きさんも是非(猫ちゃん飼ってます) コロナで今は遠出が難
しく共通点がある方もない方も、年齢も気にしないのでご連絡頂
けたら嬉しいです。

はるさん
彩の国通り 417番地 2021年1月15日まで

女性
30代

ゲーム、読書、猫と遊ぶ、ネトフリ、映画鑑賞、
音楽を聴く、買い物、占い

はじめまして。子供の頃よく文通していて、またやりたくて登録し
ました。猫と2人暮らしです。趣味や日常の些細な話を、可愛い便
箋や季節の便箋を使って文通したいなと思ってます。年齢は問いま
せんが同性（女性）限定でお願いします。よろしくお願いします！

さあやさん
お江戸通り 913番地 2021年1月15日まで

女性
30代

絵を描くこと、カリグラフィー、読書、コラージュ、
美術館巡り、アートブック集め

子供のころから文通が夢で、大人になってからもレターセットやイ
ンクや蝋封を集めたり、紙に魅せられてきました。絵を描くのが趣
味で、美術館や小さいギャラリーに行くのも大好きです。今の一番
の夢はNYのMOMA美術館に行くこと。よろしくお願いします。

みけねこさん
相模ハマっ子通り 452番地 2021年1月15日まで

女性
40代

文具集め、雑貨屋巡り、温泉巡り、ドラマをみる
こと、ヨガ、犬、1人旅、紙もの

小学校の頃は文通が大好きで、最近また文通したいと思い申し込
みました。最近は温泉巡りにはまっていて一人であちこち行ってい
ます。おすすめがあったら教えてください。便せんでもポストカー
ドでもいいので普段のなにげない日常とかをお話し出来たらうれし
いです。よろしくお願いします。

みゆっちさん
平城京通り 70番地 2021年1月15日まで

女性
40代

読書、韓国ドラマ、K-POP、100均巡り

はじめまして。18歳、16歳、10歳がいる40代です。 読書、韓国ド
ラマ、K-POPが好きです！ 同じ趣味の方がいたら手紙通してお話
ししたいです。 もちろん、それ以外の方とも家事や子育ての事な
どいろんなお話ししたいです。 よろしくお願いします(*^^*)

ホワイトタイガーさん
さぬき通り 51番地 2021年4月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞:動物動画.ガーデニング

はじめまして♡ホワイトタイガーです 私はネコ大好きで
す動物大好きなのでお友達になってください♪お笑いも
好きなので優しくておもしろいレターまっています 手紙
かくのが好きなので楽しにしてます

ろろたんさん
ピーナッツ通り 387番地 2021年1月15日まで

女性
40代

韓国ドラマやYouTubeでKpopをマイペースで鑑賞。主
に100円ショップで買い物。

100円ショップのレタセや昔購入したものを使用。日頃の事などを
気兼ねなく手紙に書くのが好き。YouTubeでKpopばかり見ていて
日本のアイドルやドラマ等はかなり疎い。過去の文通経験上、考
えを強要するかた、強引なかた、文通をお断りした途端に脅しや
豹変するかた、手紙を公表するかたは、ごめんなさい。特に同世
代でバツ有りさんと文通できたら嬉しいです。

いぬさん
しゃちほこ通り 336番地 2021年1月15日まで

女性
20代

料理、食べること、読書、ベース、ゲーム

はじめまして、いぬと申します。家で過ごすことが多い為、何か始
めようと思い入会しました。文通は初めてなので分からないことだ
らけですが暖かく見守っていただけると幸いです。皆さんとお話し
ができるのを楽しみにしております。
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ぴょんさん
どんたく通り 220番地 2021年1月15日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、散歩、自然、フィギュアスケート、
浅田真央ちゃん、犬、猫

はじめまして。 最近はyoutubeでいろいろな番組を見るのがマイ
ブームです。フィギュアスケートの浅田真央選手が大好きで、昔の
演技をよく見返しています。犬や猫なども好きです。いつか南の
島でのんびり暮らしたいな〜と夢見ています。 お手紙でいろいろ
なお話をして、日々のなかにゆったりした時間を持てるといいなと
思っています。

kikiさん
かすていら通り 57番地 2021年1月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ビデオ鑑賞、文通、フリマ

はじめまして、kikiです。 学生時代は文通にはまっていて毎日手
紙のやり取りをしていたぐらいで好きでした。 社会人になって忙し
くてなかなか書く暇がなくてしばらくやっていませんでした。 久し
ぶりに手紙を書きたくなりました。 よろしくお願いいたします。

メイプルさん
うつくしま通り 101番地 2021年4月15日まで

女性
40代

手芸、洋裁、書道、文具店・書店巡り、絵本、劇
団四季

はじめまして。子供の頃から手紙を書くことが好きでした。会社と
家の往復の毎日ですが、自分の時間も大切にしたいと思い入会し
ました。高校生と小学生の息子がおります。日々のなにげないこ
となどいろいろお話できたらと思います。よろしくお願いします。

きぃくんさん
もみじ饅頭通り 130番地 2021年1月15日まで

男性
30代

旅行、文房具、資格取得、アウトドア、料理、雑貨、食べ
歩き、珈琲、絵本、猫、カメ、自転車

私はＬＧＢＴで、現在大切な相方と一緒に暮らして10年になりま
す。手紙を書く事は得意ではありませんが、今はＳＮＳ等で
日々の生活の中の出来事や発見したことをすぐに共有できます。
でも、そんな環境だからこそ、自分で筆を持ち一筆一筆手紙を書
くという、気持ちのゆとりが大切だと思っています。同じ境遇の方
や、共感していただける方等と文通ができたら良いなと思います。

うみさん
土佐の国通り 33番地 2021年4月15日まで

女性
20代

旅行、読書、絵本、カフェめぐり、写真、お菓子
づくり、スヌーピー

はじめまして。 子どもの頃、友だちと手紙のやりとりをするのが
大好きでした。社会人になり、また手紙を書きたいと思い、はじ
めてみました！日常の話や、趣味の話など、色々な方とお話した
いです。お手紙お待ちしています。

あきさん
ピーナッツ通り 388番地 2021年4月15日まで

男性
20代

旅行、散歩、映画鑑賞

はじめまして。 日常の些細な出来事について伝え合った
り、ときには学びに繋がる内容など、やりとりできれば
と思います。 よろしくお願いします。

ERIKAさん
めんこい通り 66番地 2021年4月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、スタバ、料理、お菓子作り、文通、音
楽、ドラマ、漫画など

初めまして❁仕事と自宅介護をしている兼業主婦の為お返事のペー
スにはムラがあるかとは思いますが日々の何気ないお話などゆるく
楽しくやりとり出来ればと思っています⑅︎◡̈︎*NG話題など特にあ
りませんがチラシ裏などはごめんなさい。素敵な出会いがありま
すように…♡⃛

鎌足（旧：秋野新米馬…さん
きりたんぽ通り 40番地 2021年1月15日まで

男性
30代

読書、短歌、ピアノ、写真

物心ついたころから本は側にあり、活字は空気のようなものです。
古典好きが高じて短歌を作るようになりました。もっと文章が上手
になりたいと思いこちらに入村しました。女性の方が多いようで少
し物怖じしてますが、頑張ります！よろしくお願いいたします！！
（ペンネーム長くてごめんなさい…。）

まぁりさん
加賀の国通り 57番地 2021年4月15日まで

女性
20代

音楽、バンド、あつ森、NiziU、Youtube、サンリ
オ、ハムスター

はじめまして、ずっと文通村に興味がありこの度遂に入
村しました。 趣味はバンド(ベース弾いてます)、あつ森、
ネットサーフィンなどなど…。 基本的にはインドア派で
す。 よろしくお願いいたします。

あんさん
茶畑通り 173番地 2021年1月15日まで

女性
50代

映画鑑賞、散歩、ゴスペル、カラオケ、ウクレレ、
テニス

子供が自立し、家を離れ、少し寂しい毎日を過ごしてい
ます。いろいろ趣味を作り過ごしていますが、今は、コ
ロナで外出できず、文通を経験してみたいと思いました。
よろしくお願いします。
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海奈子さん
ちょるる通り 57番地 2021年1月15日まで

女性
20代

お絵描き、読書、映画鑑賞、雑貨店巡り

残りの学生生活を有意義なものにしたいと思い、始めました。 読
書は東野圭吾さんや湊かなえさん、アガサ・クリスティなどミステ
リー系をよく読みます。 生活雑貨が大好きです。 幅広い世代の方
とご縁があれば良いなと思います。 不慣れで文章も拙いかとは思
いますが、丁寧に書きたいと思っていますので、よろしくお願い致
します( ˊᵕˋ )

ユキさん
なにわ通り 430番地 2021年4月15日まで

女性
20代

お絵描き、ゲーム、文房具集め、手芸、ぬりえ、
猫、犬、動物

初めまして！ メンタルで通院しております 話をふるのが少し苦手
です 文がちゃんとしているか不安です ですが！色んな方とお話が
したいです！ 色んな趣味の方のお話、日常の他愛もないお話…
素敵なご縁がありますように！

透さん
上州三山通り 90番地 2021年1月15日まで

女性
20代

読書、散歩、小説執筆、旅行、音楽鑑賞、着物

初めまして、社会人二年目の透と申します。美しいものと自然が
好きです。 家で読書に耽るのも、夜中の海で酒煙草飲みながら
ぎゃーぎゃーやるのも楽しめるタイプ。 うまく作れた料理も、ちょっ
とした散歩も、何気なく窓を開けて吸い込んだ空気も、人との別れ
も、伝えたい人がいるとそれだけで感慨が生まれますよね。 そう
やって手紙を通して、お互いの日常を色付けていきましょ。

夏生さん
相模ハマっ子通り 453番地 2021年4月15日まで

女性
50代

ドラマ、映画、音楽、読書、猫、スポーツ観戦、
コスメ

お気に入りのレターセットで手紙を書くのを、今から楽し
みにしています♪ 色々なこと、お話しできればと思いま
す。 よろしくお願いします。

鹿屋さん
日向の国通り 37番地 2021年4月15日まで

女性
20代

マステ、紙もの、読書、漫画、ガーデニング、ネ
イル、100均巡り、音楽鑑賞

色々な方と文通をしてみたいと思っています。最近は語
学の勉強などを頑張っています( ´▽｀)よろしくお願いし
ます。

みりんさん
うつくしま通り 102番地 2021年1月15日まで

女性
30代

旅行、読書、映画、ラジオ、イラスト、ドール、
写真、ラーメンズ

2020年の10月から参加しています 最近雑貨屋でかわいい便箋を見
かけて、 誰かに手紙を送ってみたいなあと思っているうちにここを
見つけました。 いままでは旅行も楽しんでいたのですが、 コロナ
が流行ってからは漫画を読んだり あつ森をして家で過ごしていま
す。。。 同年代の方と文通できたら嬉しいです！

まなかさん
茶畑通り 174番地 2021年1月15日まで

女性
30代

京都、美術館、神社、寺、恐竜、旅行、文具集め、紙もの、
シール、料理、資格、婚活、恋話、ジム

京都、文具好き、秋生まれ（１１月）OLアラサー独女です。婚活
と自分磨きしたく、医療事務の資格取得を目指し勉強中。英会話
も興味あり。初心者ですが料理も始めました。休日はジム、美術
館、神社巡り、美味しいお店開拓等しています。似たような境遇
の方、そうでない方も♪字は上手くないですが書く事が好きです。
葉書やミニレターでも◎お気軽に楽しくお手紙交換できたら嬉しい
です。

みなみさん
さるぼぼ通り 82番地 2021年4月15日まで

女性
30代

漫画、アニメ、ゲーム、映画、ボカロ、読書、入浴剤、紙
もの集め、料理、カラオケ、小説

既婚者で小学生の息子が１人いる専業主婦のオタクです！ゲーム
はあつ森、キャラはキキララとマイメロ、センチメンタルサーカス
が好きです♡人物マステ、レタセ、メモ等好き♡どんな話題でも
喜ぶので女性の方、お気軽にお手紙下さい(ˊᗜˋ*)

あさはさん
ちゅら海通り 58番地 2021年1月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞（k-pop・洋楽・邦ロックな
ど）、読書、食べること、

はじめまして、あさはと申します。単調な生活に彩りを与えるべく、
文通を始めることにしました。最近はお絵かきなどもしてみたいなぁ
と思っています。 あまり熱中しているものはありませんが興味はと
てもあるので、趣味欄以外のものでも好きなものについて教えて
くださると嬉しいです。文通初心者なりに丁寧に書いていきますの
で、どうぞよろしくお願いします。

紺碧の空さん
火の国通り 49番地 2021年1月15日まで

女性
50代

書道、茶道、ぼーっとすること

字を書くことが好きです。年代、性別問わずいろんな話
ができたらいいなあと思います。よろしくお願いいたし
ます。
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さばかんさん
伊勢通り 84番地 2021年1月15日まで

男性
40代

ジョギング、プロ野球観戦、大河ドラマ視聴、宇宙について
調べる、ラジオを聴く、スキー

全く初心者です。文通をしたことがありません。文章を
書くことが苦手です。克服したいと思っています。よろし
くお願いします

日透子さん
どさんこ通り 290番地 2021年1月15日まで

女性
20代

読書、映像、文学、地学、鉱物、夜の散歩、ポス
トカード、小物集め

同性が好きな女性です。お相手は女性を希望します。文通は初め
て。日々のこと、自身のこと、考えたことなど、無理のない速度で
お話しし合えたら嬉しいです。長くても、短くても構いません。 合
わないなと思ったら一言言っていただけると助かります。よろしく
お願いいたします。

きりこさん
どんたく通り 221番地 2021年1月15日まで

女性
20代

文房具、空き箱、ドライブ、文字を書くこと、カー
ド作り、１人カラオケ

はじめまして(^^)今年の7月に出産し、現在育休中です。子どもの
頃から手紙を書くのが好きで、今年20代最後の年になり、何かで
きる事はないかなと探していた時にこの文通村を見つけました。文
通を通して、色々な方と楽しくお話できたら嬉しいです！宜しくお
願い致します。

はなみつばちさん
どんたく通り 222番地 2021年1月15日まで

女性
40代

うさぎ、猫、ガーデニング、アロマテラピー、散歩、紙もの、
自然の写真、旅、神社仏閣教会。

3羽のうさちゃんと、ハーブやバラを育てながら、季節の移り変わ
りとともに、 のんびり暮らしています。香のある物やアナログで
手触りのあるものが好きです。 手紙の暖かな温もりのある、交流
ができるのが、 楽しみです。よろしくお願いします。

直香さん
常陸の国通り 141番地 2021年1月15日まで

女性
20代

絵を描くこと、読書、映画鑑賞

直香と申します。森に関する仕事をしています。 老若男女、幅広
く文通相手を募集中。 日常の何気ない話でも、熱く語りたい趣味
の話でも、どんな話題でも構いません。こちらも「最近やらかした
笑える失敗談」や「知的好奇心が刺激されるおすすめの本」、「小
旅行の思い出話」など様々な話題を取り揃えております。文章も
字も下手ですが、よろしくお願いします！

ようさん
六甲通り 309番地 2021年1月15日まで

女性
30代

旅、映画鑑賞、小説、宝塚、漫画、将棋、文房具、
美術館、クラフトビール

2020年10月から始めました。 ふらりと旅に出て美術館を巡り、そ
の土地のクラフトビールを飲むのが好きでした。なかなか旅行に
行けない最近は、家で本を読んだり将棋の対局を見たりピアノを
弾いたりしています。近所のミニシアターで少し古い映画を見るの
も大好きです。 人の好きなことを聞くのがとても好きです。ぜひ
好きなこと、日常のことでやりとりできたら嬉しいです。

まほさん
なにわ通り 431番地 2021年1月15日まで

女性
20代

写真、旅行、散歩、読書、文章を書くこと

　はじめまして。ふらりと散歩をするのがとても好きです。最近一
眼レフを持って、撮影に出かけるようになりました。日常のなかで
素敵だなと思ったことを写真や文章で切り取っています。 　あなた
が日常で素敵だと思ったもの、印象的だったことなど日常の気づき
を手紙を通して聞かせてもらえませんか。お手紙お待ちしています。

たくさん
信濃通り 118番地 2021年4月15日まで

男性
20代

映画鑑賞、散歩、深夜ラジオを聞くこと

文通初心者です。最近、鑑賞した映画で文通をしており、興味を
持ち、始めてみました。日常の様々なことをお話しできればいい
なと思っています。文才はありませんが、丁寧にやりとりするつも
りですので、よろしくお願いします。

スズランさん
相模ハマっ子通り 454番地 2021年1月15日まで

女性
50代

紙、切手、シール、マステ 、スタンプ、お裾分けファイル、
コラージュ、花多肉ガーデニング　

はじめまして。お手紙、紙もの全般、コラージュが大好きです。
特にアンティーク、ヴィンテージ系が好みです。ラッピングも好き
で、紙ものプチ交換、お裾分けファイル、ジャンクジャーナル交換
も⭕️年齢問わずご縁があります様に✳︎よろしくお願いします。

れとみさん
彩の国通り 419番地 2021年1月15日まで

女性
30代

ゲーム、アニメ、国内旅行、美容、ゲーム実況、二次創作
小説を読むこと、お笑い、ディズニー

育児休業中です。 主人の帰宅後、夫婦時間でクラッシュバンディ
クー4をプレイするのが最近の楽しみです♪ 実況は、最俺、レトル
ト、牛沢などを中心に観ています。TVは水ダウ、アメトーーク、
ロンハーなどを録画して観ています。ディズニーは、年に2〜3回
程。ご興味ありましたら気軽にお手紙下さい！ お待ちしておりま
す♪
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しおんさん
桜島通り 58番地 2021年1月15日まで

女性
10代

読書、料理、手芸、ドール、動物

はじめまして。体調不良のため1度文通をやめていましたが、また
誰かとお話したいと思い登録しました。 本を読むのが大好きで、
ファンタジー小説にはまっています。年齢、性別問わずいろんな方
と日常のことや趣味のことなどをお話できたらいいなと思っていま
す。よろしくお願いします。

ヘムロックさん
お江戸通り 914番地 2021年1月15日まで

男性
10代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、料理、小説執筆

つれづれと時間を浪費している18歳の大学生です。SNS
での中身のない銃撃戦のような会話にうんざりして、文
通を始めようと思いました。雨の日と深夜が好物です。
よろしくお願いします。

わこらあぶさん
彩の国通り 420番地 2021年1月15日まで

女性
50代

革小物のハンドメイド

昨年、38年間勤めた会社を2年早く退職して、現在は専
業主婦です。 趣味は、革小物（バック、財布、小物入
れetc..）作っています。 できれば、同年代女性を希望し
ます。

まっちさん
なにわ通り 432番地 2021年1月15日まで

女性
40代

読書、旅行、映画鑑賞

はじめまして、愛知県出身、大阪府在住のまっちと申します。 手
紙を書くのが好きで、文通で視野を広げたく登録しました。いろい
ろな地域の方とお手紙をしたいと思っています。よろしくお願いい
たします。

ちゃんえりさん
茶畑通り 175番地 2021年4月15日まで

女性
20代

アニメ、ゲーム、絵を描くこと、料理、YouTube

旦那と二人暮らしをしています。好きなゲームはFGO、たまにポケ
モンGOです。 ポストカード文通も好きですので、ポストカードも
大歓迎です♫ 配信アプリはプライムビデオ、U-NEXT、Netflixを
契約しているので、オススメの作品などありましたら、ぜひ教えて
ください♫ 皆さんと楽しく文通できたら嬉しいです！ よろしくお願
いします！

なかこまさん
越中通り 48番地 2021年1月15日まで

男性
20代

読書、手芸、本屋巡り、散歩、自然散策、音楽鑑
賞、1人カラオケ

社会に出たばかりの新米社会人です。昔からお店に並んでいる便
箋に興味があり、今回実際に手紙を書いてみたいと思い入会させ
ていただきました。本屋さんを歩きながら気になる小説を探してみ
たり、自然の音に耳を傾けてみたりという感じで、ゆったりとした
時間を過ごすのが好きです。文通は初心者ですので稚拙な文章も
多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

めぐさん
なにわ通り 433番地 2021年1月15日まで

女性
40代

旅行、食べ歩き、手芸、ピアノ、読書、紅茶、ス
イーツ、万年筆、インク

めぐです。 好奇心旺盛で多趣味なアラフィフ大阪人で
す。

リムさん
相模ハマっ子通り 455番地 2021年4月15日まで

女性
20代

喫茶店めぐり、本屋、紙モノ、レコード、探検、
一人旅

こんにちは。はじめまして。 手紙を書くのが好きです。ポストにチ
ラシではないものが入っているととワクワクしてしまいます。 探検
が好きですが、方向音痴でいつも迷子になります。ふるいものが
好きです。そのモノや場所にある雰囲気に癒されます。 文通では
ないと出会えない方々と繋がることを楽しみにしています。よろし
くお願いします。

すたちさん
相模ハマっ子通り 456番地 2021年1月15日まで

女性
30代

スポーツ観戦、読書、ランニング、旅行、ファッショ
ン、グルメ

世のみんなは何を楽しみに生活してるんだろう？なんてぼんやり
考えることがあり、文通に興味を持ちました。(決して暗い気持ち
で悩んでいるというわけではありません！) 日々の楽しみや感じた
こと、何をしてどんな発見あったかなど、色々な地域、年齢の方と
お手紙ができたら嬉しいです。外資系企業でガリガリと働いていま
すが離職予定です。結婚しており子供はおりません。

陽向さん
杜の都通り 142番地 2021年4月15日まで

女性
20代

ゲーム、アニメ、漫画、手芸、神社仏閣巡り、絵
を描くこと、旅行、博物館

はじめまして。陽向(ひなた)と申します。以前から文通に憧れてい
たこともあり入会させていただきました。 ゲームはFGOとあつ森
にはまっています。インドアな趣味が多いですが旅行にいって博物
館や神社仏閣にいくことも大好きです。 皆さんと楽しく文通ができ
たら嬉しいです。文通は初めてなので拙い文章になることもある
か思いますがよろしくお願いいたします。
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いとう　欄世さん
どさんこ通り 292番地 2021年4月15日まで

女性
40代

日記、音楽（松田聖子ちゃん、サカナクションなど）、お散
歩、猫、B級グルメ、絵葉書収集

はじめまして。アラフィフ、田舎在住、最近仕事を始めた主婦です。
仕事や家族についての愚痴、自慢話などの日常生活、はたまた昔
の懐かしい事について楽しくお話しできたら嬉しいです。趣味や境
遇が全然が違っていても良いので、近い年齢の女性との文通を希
望しています。 人生折り返し地点、お互いのこれからの夢や思い
出話などに花を咲かせたいです。よろしくお願いします。

ぽんずさん
しゃちほこ通り 337番地 2021年1月15日まで

女性
20代

アニメ、ゲーム、音楽、イラスト

趣味はアニメ、ゲーム、音楽鑑賞です。アニメは基本なんでもみ
ますが、好きなのは金カム、BANANAFISH、モブサイコ、あんス
タ、うたプリ、fateが特に好きです！ゲームはあつ森、ゼルダ、
ツイステ、あんスタしてます。 イラストも好きなので交換できた
ら嬉しいです

なおまちさん
きりたんぽ通り 41番地 2021年1月15日まで

女性
40代

読書、ミステリー小説、音楽鑑賞、映画鑑賞、観
劇、温泉、手話、料理も興味あり。

身近な人々とのメールやLINEも良いけれど、文章書くの
も憧れる。手紙を待つトキメキ感も忘れられない。マイ
ペースですが、宜しくお願いします。

ちゃこさん
どさんこ通り 293番地 2021年4月15日まで

女性
40代

サッカー観戦、旅行、カフェ・喫茶店巡り、美術鑑
賞、文具(万年筆、紙もの)、断捨離

最近はなるべく外出を控えていて、お出掛けや旅行もできずに物
足りなさを感じる毎日でしたが、この機会に楽しくお手紙の交換を
して「おうち時間」を充実させられたらと思います。住んでいるま
ちのいいところや好きなお店などのおすすめスポット、趣味のこと
などを知りたいです。仕事の繁忙期はお返事のペースが遅くなる
かもしれません。既婚のため女性の方からのお手紙を希望します。

777青い鳥さん
なにわ通り 434番地 2021年1月15日まで

女性
20代

PC、ネットサーフィン、エレクトーン、料理、ヨガ
等、

私は、音楽が趣味なのでマイケル・ジャクソンさんの曲
を弾くのが大好きです。趣味は少しぽっちゃりなので、
最近ヨガに熱中しています。いたらぬ私ですが、よろし
くお願いいたします。

かなへびさん
お江戸通り 915番地 2021年1月15日まで

女性
10代

旅行、神社巡り、食べ歩き、人間観察、想像

東京の大学に通う学生です。 言葉を通して、「小さな幸せ」を贈
りあいたいなぁと思い始めてみました。道端の花を見つけたこと、
ご飯が美味しかったこと。 そんな当たり前で、でも少し特別な思
い出をお話しできたら嬉しいです。

きゅーぴーさん
なにわ通り 435番地 2021年1月15日まで

女性
20代

YouTube、あつ森、実況、アクセサリー、コスメ、雑貨、
写真、イラスト、宝塚（少し）

目標に向けて資格勉強中の20代後半パートタイマーです。昔から
便箋や封筒が好きで集めていました。文才はありませんし、特に
語れることもありませんが字を書くことは好きです。資格や新しい
趣味の開拓など興味のあることはたくさんあります。ゆるりと楽し
く文通ができたらと思っております。こんな私ですがよろしくお願
いします◎

緑茶さん
相模ハマっ子通り 457番地 2021年1月15日まで

女性
20代

イラスト、アクセサリー、読書、映画鑑賞、ファッ
ション、雑貨集め、音楽鑑賞

はじめまして、20代前半の大学生です。可愛いものや綺麗なもの
が好きで、よく雑貨をさがしてます。音楽もよく聴いていて、mili
というバンドが好きです。クラシックも結構聴きます。 イラストを
描くのも好きなので、イラスト交換などもできたら嬉しいです。よ
ろしくお願いします(*^^*)


