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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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草もちさん
信濃通り 14番地 2021年5月31日まで

男性
40代

車、乗り物、畑、音楽を聞く

こんにちは。僕には過去の辛い出来事がきっかけで精神病があり
ます。今は親二人病気で、親の一部介助しながら生活しています。
周囲から、精神病がまだまだ理解うまくいかなく、困ったこともあ
りました。以前も文通したことありますが、自分勝手ではあります
が、なるべく理解される方と文通をしたいと思います。よろしくお
願いします。

ぬるさん
なにわ通り 78番地 2021年2月28日まで

女性
20代

可愛いもの集め、うさぎ、サンリオ、国内旅行、
御朱印、恋話、ASMR、ショッピング

可愛いものに目がなく、うさぎと遊んだり雑貨屋さん巡りをするの
が癒しの時間です。新しいことに挑戦するのも大好きで、今は二
輪免許の取得中です。バイク、欲しくなっちゃいますね！以前はピ
アノやフルートもやっていました。趣味が合いそうな方、そうでな
い方とも色んなお話をしてみたいです。マイペースな私ですがよ
ろしくお願いします！

薫さん
お江戸通り 210番地 2021年2月28日まで

女性
30代

音楽鑑賞、アニメ、漫画、読書、映画、お店巡り、
ディズニー、お笑い、旅行

再入村です。 また便箋を選んだりお手紙を書きたいと思い、始め
ました。性別年齢問わず、お手紙のやり取りができたら嬉しいで
す。 インドア派ではありますが、知らない場所を歩いたり、お散
歩したりする時間も好きです。

ユウさん
お江戸通り 347番地 2021年11月30日まで

女性
30代

音楽を聴く、食べる、ごろごろする、本や電子書籍を読む、
ノートや日記を書く、ゲームをする

子どもの時からうつ病で、働いた経験がありません。一般の人と
日常の話はあまり共通点がないかもしれませんが、他愛もない話
をし合えたら本当に嬉しいです。恋人がいるので、女性の方とお
話したいです。よろしくお願いします。

nさん
伊勢通り 70番地 2021年2月28日まで

男性
20代

読書、美術館、カフェ、散歩、旅行、プログラミ
ング

はじめまして。文通に興味があって始めてみました。美
術館行ったり、1人旅に出たり、散歩したり、本を読ん
だりしています。 最近ハマった本は村上春樹の「海辺の
カフカ」です。よろしくお願いします。

忍さん
相模ハマっ子通り 463番地 2021年5月31日まで

男性
40代

カラオケ　音楽鑑賞

はじめまして。独りっ子でいつの間にか47歳で離婚歴2
回経験しました。今後、楽しく生きていきたい想いをこ
めています。仲良くしてくださる方、どうか、よろしくお
願いいたします。

きょんさん
お江戸通り 941番地 2021年5月31日まで

女性
30代

文通、文房具集め、旅行、温泉、お酒、お祭り、
コスメ、ショッピング、料理

初めまして。30代の専業主婦で3人の子供がいます。 文通歴は15
年以上です。日常の何気ない事や嬉しかった事、グチなどもお手
軽でやりとりできたら嬉しいです。 好きな物が同じ人はもちろん、
自分と違った趣味を持つ方、年代なども気にせず色々な方とお手
軽の交換をして自分の知らない世界を覗いてみたいです。よろしく
お願いします。

牛子さん
しゃちほこ通り 346番地 2021年2月28日まで

女性
20代

音楽鑑賞、ライブ、漫画、散歩、映画鑑賞

昔から音楽が好きで、よくライブに行っていました。 最近は漫画を
読むのが好きで、特にコミックエッセイを好んで読みます。 文通を
するのは初めてで分からないことだらけですが、素敵な出会いが
あればと思い入会させて頂きました。よろしくお願いします。
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おばけちゃんさん
彩の国通り 429番地 2021年2月28日まで

女性
20代

ゲーム、アニメ鑑賞、YouTube鑑賞、ウィンドウショッピン
グ、家族との団欒、ディズニー

アニメやゲームがそこそこ好きな人です。来春から社会人予定で
今は就職活動に奮闘しています。誰かと話すことで自分の知らな
い世界や経験に触れてみたい興味心で文通を始めました。楽しかっ
たこと、驚いたこと等、いろいろな感情を共有したいです。癖字な
ので少し読みにくいかもしれませんが、気持ちはたっぷり込めさせ
て頂きます。

Konitaroさん
古都みやび通り 163番地 2021年2月28日まで

男性
40代

イラスト、写真、読書、ウクレレ

はじめまして。 妻が文通しているのがとても楽しそうだと思い入村
した、文通初心者です。 今は海外ドラマを観るのにハマっていま
す。英会話も少し勉強中です。 日常のことから趣味のことまで幅
広くお話できればと思います。 よろしくお願いします。

しずかさん
どさんこ通り 298番地 2021年2月28日まで

女性
30代

文通、ポストカード、映画、音楽、文具、旅行（国内外）、
英語を習得したい今日この頃です

初めまして！ポストカードでのやりとりを希望しています。 年齢、
性別問わず、短文で気軽にやりとりできたらいいなぁーと思ってい
ます。 年の離れた方、男性でも歓迎です！ よろしくお願いしま
す♪ 既婚・子有り・仕事有り 経験こそ最大の財産！と思って生きて
います！

天音さん
もみじ饅頭通り 134番地 2021年2月28日まで

女性
20代

マンガ、ゲーム、映画鑑賞、読書、音楽鑑賞、カ
ラオケ、アニメ、雑貨集め、

はじめまして、今回初めて文通します。 わたしは、ツイステ、鬼
滅の刃、ラブライブ(μ's)、スクフェス、ポケモングッズ集めなどハ
マってます！音楽はミスチル、あいみょん、back number、HYと
か好きで聴いてます。ハムスターが飼っていて毎日の癒しです♪仲
良くできたらうれしいです。よろしくお願い致します。

彩雲さん
六甲通り 313番地 2021年2月28日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、古書店巡り、カフェ巡り

初めまして。レターセットを買ったり、手紙を書いたりするのが好
きなのですが、私の周りには手紙を好む知人がおらず悩んでいた
折にこちらのサイトを見つけました。文だと硬くなってしまいます
が、本の話や日常の些細な出来事をやりとりしてみたいです。よ
ろしくお願いします。

ロジーさん
お江戸通り 946番地 2021年2月28日まで

男性
20代

読書(漫画・小説・雑誌・新聞)、映画鑑賞、名古屋
グランパス、テレビ、散歩、

どうでもいいことを真剣に考えたり、なんでもないこと
に意味をつけたりすることが好きです。 最近思ったことは
「上司は飲み代を出してくれるけど、治療費は出してく
れない」ということ。飲み過ぎはほどほどに。

ミカさん
ピーナッツ通り 398番地 2021年5月31日まで

男性
60代

東京演芸鑑賞

チョイ脚が不自由な孤独老人です。 普段人と接する事
が少なくなったので、文通を又始めたいと思いました。
よろしくお願い致します。

みるくもちさん
相模ハマっ子通り 469番地 2021年5月31日まで

女性
40代

旅行、温泉、神社仏閣巡り、野球観戦

40代女性です。趣味は主に外に出かけることなので‥今年はでき
ていません。コロナ禍で人に連絡を取って会う事すら気を使ってし
まいます。まずは文通を通じて色々な方とお話し出来たらと思って
います。よろしくお願いします。

さざなみ潮風さん
さがん通り 31番地 2021年5月31日まで

女性
40代

体力作り、漫画、スマホ、音楽鑑賞、

とにかく何か伝えたい。好きな漫画は色々ありすぎて。
スピッツが好きです。文にしたためたい。

かんなさん
どさんこ通り 299番地 2021年5月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、ゲーム、YouTube、料理、リラックマ

学生の時から文通大好きでした！またレターセットやシールなんか
も好きで集めてます♪ゲームとか映画鑑賞が好きでYouTubeもよく
見てます。よかったら文通友達になってください！よろしくお願い
します(>_<)
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ウナコロさん
お江戸通り 947番地 2021年2月28日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、音楽、サイクリング、登山、お
散歩、日常の発見など

はじめまして。誰かに対話して物事を伝えるのがとても苦手です。
せめて書くことで伝えられるようになれたらいいなと思い登録しま
した。お休みの日は建物や鉄塔や、人を見たり、撮ったりして過
ごしています。よろしくお願いします。

あんさん
ピーナッツ通り 399番地 2021年5月31日まで

女性
30代

料理、読書、映画、編み物、テレビドラマ、アニメ、美術
館巡り、ゲーム、サカナクション、お酒

初めまして。夫と二人暮らしの社会人です。文字を書くことが好き
で、長年憧れていた文通を始めてみたいと思い入会しました。趣
味は沢山ありますが、編み物(最近始めました)、テレビドラマ(カ
ルテット、アンナチュラルなど)、料理、読書(小説)が特に好きで
す。植物や動物も大好きです。趣味の同じ方も違う方も色々な方
と交流できればと思っています。よろしくお願いします。

＊こりんご＊さん
六甲通り 314番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ファッション、雑貨、食べること、お笑い、読書、
断捨離

はじめまして(^^) 小、中と文通が第一の趣味でした。いろいろ自
粛、毎日同じことの繰り返しの中で、昔のドキドキを再度感じたく
お試し入村しました(^^) 万年ダイエットと節約、そして最近はグリー
ンのある暮らしと筆ペンに興味ありです。30代後半、男女２人兄
弟の子育てと仕事もある為、無理せずお互いのペースでいろんな
お話したいです。よろしくお願いします。

淡色さん
なにわ通り 451番地 2021年5月31日まで

女性
40代

美術館巡り キャンプ 読書(漫画も！) 家庭菜園 ドラム 散歩 ア
ロマ ぼーっとする時間

はじめまして！ のんびりお手紙を書く時間が日々の潤いになれば、
と思い入会致しました。 夫婦と猫4匹と暮らしています。 ゆっくり
ペースにお付き合いいただける方がいらっしゃいましたら嬉しく思
います(^_^)

せなめるあ(星奏萌月愛)さん
さぬき通り 52番地 2021年5月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、ライブ、V系、浜崎あゆみ、ピアス、
派手髪、ハンドメイド、紙モノ、手帳

元大阪アイドル、夜職。 現女社長、YouTuber。 V系と浜崎あゆみ
をこよなく愛してます。 元々ピアス50個以上開けてました。 派手
髪が大好きで常に派手髪です。 病み可愛い系が大好きです。 トイ
プードルの女の子を飼っています。 どんどん文通仲間を増やして
いきたいです。 お返事は必ず書きます。 よろしくお願い致します。

ぺんりんさん
六甲通り 316番地 2021年2月28日まで

女性
20代

料理、映画鑑賞、アニメ、読書、ゲーム（ドラク
エ、あつ森）

28歳で栄養士になるために専門学校へ通いだしました。 休みの日
は料理を作ったり、ゲームしたりアニメみたりしています。 気まま
に文通できるお相手を探しています。 性別や字の汚さ趣味の違い
など特に気に致しません。頻度も特に気にしていないのでのんび
り文通できる方を募集しています！ お気軽にお手紙出し合いましょ
う！

つむぎさん
お江戸通り 948番地 2021年2月28日まで

女性
50代

読書、お料理

子供の頃からクラシックバレエを習い、大人になってからもエアロ
ビやフラなど踊ることがずっと大好きでしたが、３年前に足の手術
をして運動はできなくなってしまいました。 その後なかなか熱中で
きるような趣味を見つけられず寂しいなぁと思っていたところ、こ
ちらの文通村を発見し入村させて頂いた次第です。 仕事は小さな
アパレル会社で縫製をしております。 文通で優しいご縁を紡いで
ゆけたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。

ちょみさん
お江戸通り 949番地 2021年5月31日まで

女性
30代

宝塚、劇団四季、手帳、文房具、インク、テディベア、編
み物、読書、ゲーム（あつ森、RPG）

あみぐるみ作りや、手帳を書いたり、インクで遊んだり…。語学
の勉強も少しずつ。 感激は今はブルーレイなどでミュージカルを
楽しんでいます(´∀｀)自分で歌うのも好き٩( 'ω' )و 子供と犬がい
ますので、そのお話も大丈夫な方だとありがたいです！ いろいろ
な年代の方と楽しいやりとりができれば☺︎ ご当地フォルムカード
や風景印集めも好きです^_^

藍色さん
お江戸通り 950番地 2021年2月28日まで

女性
20代

珈琲、旅、ドライブ、写真、音楽、読書、手話、
資格の勉強

はじめまして、藍色（あいいろ）です。 忙しない日々の中で、ふ
と誰かの日常に触れたくなったのと、アナログ特有の温かみが好き
なので文通村に登録しました。 休みの日にふらっと遠くへ出かける
ことが好きです。お互いの日常のこと、趣味のこと、思い出話など、
のんびりと文通できたら嬉しいです＾＾

ミラクルさん
火の国通り 50番地 2021年2月28日まで

女性
50代

読書、ウォーキング、温泉巡り、カラオケ

初めまして。 大学生と中学生の息子二人のお母さんで
す。 家庭では、妻や母親でありますが、 個人の楽しみ
をたくさん作りたいと思っています。 どうぞ、よろしくお
願いします。
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つむぎさん
きびだんご通り 93番地 2021年2月28日まで

女性
20代

読書（小説、エッセイ、漫画など）、映画鑑賞、韓国、台
湾、犬、ファッション、食べること

初めまして。文通初心者です。最近、文字を書く機会が
減ってしまったので文通に興味を持ちました。趣味や日
常の事など気軽にやり取りできたら嬉しいです(^^)

黄葉さん
越中通り 50番地 2021年2月28日まで

女性
30代

読書、物書き、万年筆、写真、お茶、お菓子作り

仕事でも趣味でも文章を書いていますが、誰か一人に向けた手紙
を書きたくなり入村しました。今日飲んだお茶のことや買った文具
の話のようなささいな日常のこと、最近読んだ本、漫画、見た映
画、音楽やペットのことなど、世代性別問わずに雑多にゆるくお手
紙交換できたら嬉しいです。ポスカなどの短いやり取りも歓迎しま
す。

かに田ふぐ子さん
なにわ通り 452番地 2021年5月31日まで

女性
40代

ソーイング、編み物、文房具、食べること、寝るこ
と、ショッピング

食べることと寝ること、まったり時をすごすことが大好きな、働く
子なし主婦です。この年齢になって初めて万年筆に手を出してしま
い、今、文字を書くことにハマっています。万年筆に手を出してし
まったことで、インク沼、紙沼にもハマっていきそうです。お互い
何のしがらみもない関係の人と楽しく文通してみたいと思い入村し
ました。文通初心者ですが、よろしくお願いします。

のりこさん
ピーナッツ通り 400番地 2021年2月28日まで

女性
30代

テレビ(お笑い番組、お料理番組、フィギュアスケート)、レ
ターセットやシール集め、手芸、刺繍

テレビ(お笑い番組、お料理番組、フィギュアスケート)、
レターセットやシール集め、手芸、刺繍が好きです。 ど
うぞ宜しくお願いします。

ポプラさん
どさんこ通り 300番地 2021年2月28日まで

女性
50代

映画鑑賞、ひとり旅、読書、散歩、マンガ

日本全国をひとりでのんびり旅することが好きです。 文
通を1度してみたいと思ってました。

にじこさん
しゃちほこ通り 347番地 2021年2月28日まで

女性
40代

読書、御朱印、映画、料理、筋トレ、カフェ、写
真

「手紙屋」という本を読んで手紙を書きたくなりました。「天然生活」
のような暮らしに憧れています。お互い無理のないペースで、日
常の出来事やお気に入りの本など、いろいろな話ができたら嬉し
いです。どうぞよろしくお願いします。

にゃびうめさん
どんたく通り 232番地 2021年2月28日まで

女性
50代

絵手紙、ガーデニング、

絵手紙をはじめたので　文通はじめようかと思いました
 母の介護の合間に猫と娘と戯れてます　よろしくお願い
します

にこまるさん
さがん通り 32番地 2021年5月31日まで

女性
20代

2.5次元舞台、アニメ、漫画、ゲーム、折り紙、すみっコぐ
らし、韓ドラ、美味しい物巡り

以前から興味があり始めてみました 舞台は刀ミュ、刀ステ、エー
ステなど様々.. ゲームは刀剣乱舞やあんスタ、乙女ゲームなどを
プレイしたり、すみっコぐらし等のかわいいキャラクター物も好き
です のんびりしてて悩みがちな私ですが 話を聞くことが好きなの
でいろんな事をお話しをしてみたいです よろしくお願いします╰(*´︶
`*)╯

チャーリーさん
相模ハマっ子通り 470番地 2021年2月28日まで

女性
30代

バレットジャーナル、読書、映画鑑賞、YouTube

読書や、映画は好きですが趣味と言えるほど詳しくはないので、
文通を通していろいろな趣味をお持ちの方とやり取りできたらいい
なと思っています！ また結婚2年目で料理のレパートリーを増やし
たいと思っているので、レシピなども教えて頂けたら嬉しいです。
いろんな年代の方からのご連絡お待ちしております。

みぃたんさん
さるぼぼ通り 84番地 2021年2月28日まで

女性
40代

マステ集め、文通、日記、シール集め

初めまして。40代の主婦です。旦那と子供3人おます。ほほぼ日
手帳が好きで、コラージュとかしてマステ貼ったりシール貼ったり
して楽しんでます。そんな同じ趣味をもった方と知り合いたいです。
マステ、シール集めがすごく好きです。男性は募集してません。
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老竹いろはさん
相模ハマっ子通り 471番地 2021年2月28日まで

女性
30代

読書、美味しいもの探し、ゲーム、残り物で料理
作る、お菓子作り、You Tube

はじめまして、老竹（おいたけ）いろは、と申します。昔やってい
た文通が懐かしく登録しました。普段は一人で黙々行動してますが、
年齢、趣味問わずいろんな人と他愛ないお話や日々のお話など出
来たらなと思います。 今度発売するモンハンライズが楽しみで、
リハビリをいつ始めるか考えてます。

みちこさん
お江戸通り 951番地 2021年2月28日まで

女性
20代

温泉・銭湯巡り、漫画(読む)、台風時の川見
物、70〜80年代邦楽鑑賞、二度寝

人の話をじっくり聞いたり、自分の考えをゆっくり考える時間がほ
しいと思い、文通村に登録しました。　●在宅で教材の作成や校
正をしています。　●好きな音楽→ユーミン、中島みゆき、吉田
拓郎...よく聴くのは70〜80年代の邦楽ですが、おすすめがあれば、
年代を問わずぜひ教えてほしいです！

よっしーさん
火の国通り 51番地 2021年2月28日まで

女性
30代

カフェ、旅行、コスメ、ファッション、映画、音楽、
フェス、ライブ、鬼滅

こんにちは★以前から気になっていて、文通村に参加し
ました！すでに、文通もしているのですが、色んな方と
お話や繋がりをもてたら嬉しいです♪素敵なご縁があり
ますように、、★

るずさん
彩の国通り 430番地 2021年2月28日まで

女性
20代

国内旅行、御朱印、音楽、アニメ、舞台（2.5次元。
特に刀ミュ）、文具集め等

以前より文通に憧れがあったのと、最近の生活を顧みる中で自分
の人間関係の希薄さに気づき、お手紙のやりとりを通して、もっと
様々な方と交流してみたいと思い、入会致しました。性別や年代、
趣味嗜好の一致は問わず、色々な方とお話したいです。文通は初
心者ですが、精一杯気持ちを込めてやりとり出来ればと思います
ので、どうぞ宜しくお願いします！

もえさん
相模ハマっ子通り 472番地 2021年2月28日まで

女性
20代

愛犬と遊ぶ、ゲームやオカルトの動画を観る、漫
画を読む、絵を描く、恋愛トーク

初めまして

いるすのみやさん
どさんこ通り 301番地 2021年2月28日まで

男性
20代

旅行、将棋

手紙という媒体は昔から気に入っていて、軽い手紙をもらう機会も
あるのですが、この頃はより素早い媒体を通してやりとりをするこ
との方が多く、文通を通して手紙のよさを再発見したいと思い入村
しました。 どうぞよろしくお願いします。

sakuraさん
なにわ通り 453番地 2021年5月31日まで

女性
40代

国内旅行、文具集め、カフェ巡り、万年筆&ガラス
ペン、嵐、サザンオールスターズ

mizutamaさんの影響で文具集めに楽しみを見出しました。2020
年初夏から万年筆やガラスペンデビュー。ミシンが好きで、ニット
を中心に時折カバンなども作ります。今はダーニングにも手を出し
始めました。仕事はパートで薬局勤務。4歳と小4の娘と息子がい
ます。サザン応援団歴は17年くらい、嵐ファンクラブ歴2年。 ゲー
ムはモンストしてます。

ももさん
ちょるる通り 60番地 2021年2月28日まで

女性
30代

映画鑑賞、海外ドラマ、アート、写真

専業主婦、５歳と、0歳児の母です。 まだまだ育児が大変な時期
ですが、 忙しない日々の中、 自分だけの世界や時間が欲しくて、
ずっと興味のあった文通を 始めてみようと思いました。 様々な性
別、年齢の方と、 色々なお話が出来ればな、と思います。 宜しく
お願いします。

おゆきさん
しゃちほこ通り 348番地 2021年2月28日まで

女性
30代

ハーブ、漢方、スパイス、薬膳、ガーデニング、
アロマ、オリエント遺跡、散策、自然

はじめまして、ハーブや漢方への興味が高まり資格を取る為勉強
＆ハーブを育て始めました。中東料理や古代オリエントの世界も
大好き、異文化の勉強を沢山していきたいです。山や森、湖、田
園風景など知らない土地を散策しそこで地産のものをいただくのが
至福の時です。自然が大好き。是非仲良くしてください。

さなさん
茶畑通り 184番地 2021年2月28日まで

女性
30代

ラジオ、刺繍、英語学習、お散歩、喫茶店、読書、
美術館・博物館巡り、音楽

はじめまして。手紙や日記で文字を書くこと、また、文字から伝わ
る書き手の想いを感じるのが好きです。小学生の頃に流行っていた
「お手紙交換」を突然思い出し、久しぶりに誰かと文通をしてみた
くなり、入村を決めました。SNSとは違った手紙の魅力を感じたい
です。様々な背景を持つ方との巡り合わせを楽しみにしています。
よろしくお願いします。
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あおさん
しゃちほこ通り 349番地 2021年2月28日まで

女性
20代

弾き語り、YouTube鑑賞、カラオケ、ネイル、食
べること、アロマ、BL（笑）

初めまして！昔から手紙を書くのが好きで、始めてみました。今
年20歳になりました！色んな方と、色んな話がしてみたいです。
ちょっとした楽しい話しから悩みの話など、色々お話したいです。
字も文章もうまくはないですが、一生懸命書きます！メンタルに持
病があり、今はゆっくりとした生活をしているので、お返事すぐ書
きます！ お手紙待ってます。

ちかさん
とちおとめ通り 108番地 2021年2月28日まで

女性
20代

読書

小さい頃にやりとりした手紙のワクワクが好きで、文通村を見つけ
て始めてみました。趣味は読書と記載しましたが、他にもたくさん
あって書ききれません。広く浅くタイプです。話すより聞くのが好
きです。いろんな話を書いてくれる人をお待ちしております。よろ
しくお願いします。

ともこさん
お江戸通り 952番地 2021年2月28日まで

女性
40代

読書、ピアノ、ハンドメイド、喫茶店

夫と二人暮らしの働く40代です。 毎日がなんとなく過ぎていってし
まうので何か刺激が欲しくて、昔やっていた文通をもう一度やって
みたくなりました。 いろいろな年代の方といろいろなお話ができた
ら嬉しいです。 筆ペンの練習に付き合ってくださる方もお待ちして
います。

六花さん
相模ハマっ子通り 473番地 2021年5月31日まで

女性
20代

音楽、映画鑑賞、昭和(アイドルや曲)、遊園地巡
り、洋服、コスメ集め、アニメ鑑賞

六花と書いてりっかと読みます♡昔から文字を書いたり，お手紙を
書くのが好きだったので始めてみました！平成生まれですが昭和
が大好きな人間でございます。色々な方の体験談や昔話を聞くこ
とも好きです。幅広い世代の方々や、自分とは違う趣味の方々と
交流し自分の知らない世界を見てみたいと思っています！よろしく
お願いいたします♪

もこなさん
信濃通り 120番地 2021年2月28日まで

男性
20代

映画研究、写真撮影、漫画鑑賞、旅行、ゲーム

寂しいので文通を始めてみました。 最近一眼レフカメラ
を買ったので写真撮影に熱中しています。 好きなものは
海と空です。 よろしくお願いします。

ぷりんさん
信濃通り 85番地 2021年5月31日まで

女性
10代

音楽を聴く、読書、カフェ巡り、フランス語（勉強
中）など…

初めまして！10代（社会人）のぷりんです。沢山の人と仲良くな
れたらいいなと思っています。同じ趣味を持っている方はもちろん、
違う趣味を持っている方もぜひお手紙をやりとり出来たら嬉しいで
す。よろしくお願いします。

あおいさん
上州三山通り 68番地 2021年2月28日まで

女性
20代

読書、ドラマ、アニメ、映画、お笑い、雑貨、昭和レトロ、
ミステリー、音楽、ファッション、散歩

はじめまして。小さい頃から手紙を書くのが好きで、ずっと文通に
興味があり、今回、勇気を出して始めてみることにしました。年齢
性別問わず、同じ趣味の方でも、そうでない方でも、ゆっくり、
ほっこりす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。

あやとりさん
彩の国通り 355番地 2021年2月28日まで

女性
50代

読書、温泉巡り（銭湯、スーパー銭湯、健康ラン
ド等、日帰りです）

初めまして。少ない趣味に「文通」も加えたくて体験入
村したあやとりです。皆様と手紙を通じておしゃべりし
ていと思っています。宜しくお願い致します。


