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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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きりんさん
なにわ通り 195番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ジグザグ、ABC、金属バット、鬼滅、ビール、お
花、ねこ、寝る、温泉

久しぶりに村に戻りました。フルタイム＆ワンオペ、4歳児と同レ
ベルでケンカしたり笑ったりなんとなく子育てしてるきりんです。
休みの日にベランダで飲む缶ビール、自分のためにたまに買う花
束、近所のノラ猫に癒され生きてるアラフォーです。

ともち（旧：とも）さん
相模ハマっ子通り 152番地 2021年8月31日まで

女性
50代

旅行、写真、トラベラーズノート、マステ、飛行機、馬、
フィットネス、自然、温泉、台湾

<再入村しました>海外在住歴あり、バックパッカー歴も。
若い頃は海外一辺倒でしたが最近は国内旅行が増えまし
た。。*届いたお手紙の写真をSNS等ネット上にUPしな
い方、女性限定でお願いします。

うみさん
どさんこ通り 155番地 2021年5月31日まで

女性
40代

読書、料理、ちょっとした運動

はじめて。最近、可愛いレターセットを見るたびにお手紙を書きた
いなぁと…文通に憧れてました。趣味と言えるほどではありません
が、文房具や雑貨を眺めるのも大好きです。勝手ながら、女性の
方との文通を希望します。初心者ですがよろしくお願いします。

悠雨さん
相模ハマっ子通り 242番地 2022年2月28日まで

女性
40代

読書、風景印、文房具、音楽(Jロック)、100円ショップ、甘
いもの、プロ野球、格闘技

手首の調子もだいぶ良くなってきたので再開することにしました。
趣味のことだけでなく、日常の些細なことをお話したいです。プロ
野球はホークスを応援してます。既婚、子供はいません。年齢、
性別は気にしないです。

きょうさん
さぬき通り 34番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ディズニー、ジャニーズ、LIVE、レタセ、マステ、シー
ル、100均、ネイル、書道、音楽鑑賞

初めまして。6歳の女の子と1歳9ヶ月の男の子の母です。字を書く
事が大好きです。 昔からジャニーズファンで、育児真っ最中の
為、Snow ManとJUMPが癒しです。ディズニーも大好きで特
にMickey。最近は海外のマステ、シール、ステッカー、少女漫画
にもハマっています。 女性限定でお手紙を通じて色々なお話でき
たら嬉しいです。よろしくお願いします☆

いちごさん
きりたんぽ通り 32番地 2021年5月31日まで

女性
40代

読書、映画、ポスクロ、写真、アイドル、ラジオ、イラスト、
懸賞、郵趣、手帳、紙モノ、絵本、詩

お疲れモードですが、手紙に癒されたいなぁと久しぶりに戻って来
ました。今は、CDを聴いたり(ジャニーズに興味あり)、美術館に行っ
たり(コロナであまり行けませんが)、風景印に興味があったり(東
北制覇したい！)、Netflixを観たり、すみっコぐらし、カワイイなぁ
とか、そんな日々です。一筆箋、ポストカードなど、短めでお願
いします。絵手紙などイラスト、大歓迎！

りんさん
平城京通り 75番地 2021年5月31日まで

女性
20代

ジャニーズ、ハロプロ、乃木坂46、サンリオ、ポケモン、マ
ステ･シール集め、100均、ゲーム

はじめまして！ ずっとやってみたいなと思っていた文通を思い切っ
て始めてみました。 とにかく可愛い子とかっこいい子が大好き。 あ
とは海外マステやポストカードちまちま集めたり。 ゲームは最
近APEXにずぶずぶ… 趣味に限らず日常のお話もしたいので、男
性女性年齢問わず、お気軽にお手紙送ってください！

とおるさん
彩の国通り 378番地 2021年5月31日まで

女性
20代

映画、旅行、アニメ、漫画、ゲーム（刀剣乱舞、
第五人格、ツイステ）、ヒプマイ、猫

はじめまして、とおると申します。 趣味はアニメをみること、映画
鑑賞、漫画を読むこと、旅行することなどです。 刀剣乱舞はまだ
始めて一年も経っていないですが、ちまちま進めております。 最
近は映画の影響で、鬼滅の刃にはまりました。アニメ二期が楽し
みです‼︎‼︎ いろいろな方と色々なお話をしてみたいと思ってい
ます。お手紙お待ちしております。
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ほまれさん
かぼす通り 46番地 2021年5月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、音楽、お絵かき、ジャニーズ(SixTONES・ト
ラジャ)、写真、ぬいぐるみ

初めまして。文通に興味があり、始めました。 みなさんの日常の
出来事、好きなことや趣味の話など、いろんなお話が聞けたら嬉
しいです！ 私の好きな事は、アイドルを応援する事、音楽を聴く
こと、読書(小説・漫画)、ゲーム(Switch・スマホ)、写真を撮ること
等です。 文通初心者ですが、よろしくお願いします。

ゆきみちゃんさん
平城京通り 74番地 2021年5月31日まで

女性
30代

フラワーリース作り

フラワーリース作りや園芸好きです。お菓子食べること
も好きです。

さくらもちさん
彩の国通り 457番地 2021年5月31日まで

女性
20代

読書、ドラマ・映画鑑賞、音楽鑑賞

はじめまして、さくらもちと申します。文通を通していろいろな方
とお話ししたいと思い、入会したいと思いました。私にはこれといっ
た趣味がないのでおもしろい話はできないかもしれませんが、ぜ
ひみなさんのお話しをお聞きしたいなと思います。よろしくお願い
します。

アリスさん
土佐の国通り 37番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ライブ観戦、可愛いもの集め、旅行、散歩

はじめまして、アリスと申します。 邦ロックが好きで、コロナ前は
夏フェスによく行ってました♫ あと、かわいい雑貨や小物が好きで
す。 文通では様々な方と日常の話、趣味の話など色々な話を出来
たらなと思います。 よろしくお願いします！

えあろーさん
しゃちほこ通り 367番地 2021年8月31日まで

女性
20代

紙もの、手帳、猫、あつ森、夢かわ、病みかわ、the
GazettE、キキララ(キキ派)

紙もの好きなガゼギャです。 紙もの好きさん、バンギャさん、タ
トゥーピアス派手髪さん(元でも◎)色んな方とお話したいです♡ 紙
や手帳が好きな方、バンギャさん、オタクさん、猫好きさん、精
神疾患持ちの方よろしければお話しませんか？

アーティさん
常陸の国通り 151番地 2021年8月31日まで

女性
20代

読書(小説、漫画)/転生系の成り代わり (文スト、ハイキュー、
イナイレ、呪術廻戦)

初めまして。 文通をしたくなり始めました。 楽しいお話出来たら
いいなと思ってます！ 星の事はよく分かりませんが、夜の空の住
んでる空気の中で見る星が好きです！昼間の青い空、曇り、雨も
好きです。 最近、ツイステのゲームを始めました。1章?クリア。
たまに、夢手紙や夢小説書いてます((

あみさん
さぬき通り 54番地 2021年8月31日まで

女性
40代

読書、BTS(新規)、コンサート、お菓子作り(初心者)、ダイ
ヤモンドアート(初心者)

はじめまして(^^)。介護の仕事をしています。娘が大学を卒業して
そのまま遠くに就職して、会うことができず仕事と家の行き来だけ
の毎日。文通村をたまたま見つけて中学生の時に文通をしていた
ことを思い出しました。楽しみが増えたらと登録しました。文章を
書くのが苦手ですが、仲良くして頂けたら嬉しいです。よろしくお
願いします。

保育士ガンバさん
なにわ通り 481番地 2021年5月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、DVD鑑賞

先日、乳がん左全摘しました。似たような経験ある方と
手紙でお話したいです。どうぞよろしくお願い致します。

かけうどんさん
信濃通り 128番地 2021年5月31日まで

女性
20代

スタバ、カフェ、YouTube、マステやシール、日記、スマホ
ゲーム、クロスワードやナンプレ

文通初心者です。やってみよう精神で、お試しで始めてみました。
書くことは好きだけれど文章にうまく表すことが苦手で、文章が上
手に書けるようになればいいなと思っています。ペースはゆっくり
かと思いますが、年代関係なくやり取りが出来ればいいなと思って
います。

ゆずさん
彩の国通り 459番地 2021年5月31日まで

女性
20代

旅行、読書、食べること、料理、ドラマ鑑賞、スポーツ観戦、
マラソン、テニス、語り合うこと

食べることが何より好き。メールより手紙が好き。色々な世界を
発見、知ることができる読書が好き。グッとくる広告コピーを見つ
けては心の中でにんまりしている、言葉が好き。 色眼鏡で物事を
見ず、ひとつのことに多くの発見ができるようになりたい。毎日、
模索しております。 文通を通してみなさんとおはなしできたらう
れしいです。よろしくお願いします。
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ひとちゃんさん
日向の国通り 40番地 2021年8月31日まで

女性
40代

手帳time、カフェ巡り、映画鑑賞、写真、神社参り、文房
具、台湾シール･文具、スタバ

はじめまして。子ども2人が高校生になり時間ができたので、 昔し
ていた文通をまたはじめたいな！と思い文通村へ入村させていた
だきました。とにかく文具好き！今はほぼ日などにデコしたりが楽
しい時間です。ひとちゃんと呼んでください。文通は月1程度の緩
やかなやりとりを希望致します。

めじろさん
どさんこ通り 319番地 2021年8月31日まで

女性
20代

書写、アクアリウム、ガーデニング、ゲーム(ソシャ
ゲ)、美容、和物、和風、着物

初めまして！めじろと申します！緑色が好きだからです！色んな
魚や動物が大好きでそんな人と繋がりたいとおもい、入会しまし
た！書写が大好きで、自分の字を綺麗に書くことに力を入れていま
すので良ければ見てみてください！よろしくお願いいたしま
す！ヾ(*´∀｀*)ﾉ

ほのかさん
お江戸通り 1008番地 2021年5月31日まで

女性
20代

たべること、友達とあそぶ、サークル、音楽、洋服

はじめまして 文房具屋さんでレターセットを見ていて誰かにお手紙
書きたいなと思いはじめました。日々のたわいない話や趣味の話
など楽しくやりとりできたらうれしいです よろしくおねがいします。

さくらもちさん
砂丘通り 24番地 2021年8月31日まで

女性
40代

BTS、韓国ドラマ、Cafe巡り、旅行、コスメ、ミッ
フィー　、パン、雑貨、文房具

はじめまして。何か新しい事を始めたいなと思い、昔大
好きだった文通がまたやりたくなりました。 年齢問わず
色々な方とお手紙交換出来たらいいなと思ってます。よ
ろしくお願いします。

翠さん
ピーナッツ通り 430番地 2021年5月31日まで

女性
20代

ゲーム、映画鑑賞、園芸、手芸、イラスト書き、料理、コ
スプレ、カメラ、手拭いあつめ、カメラ

初めまして、こんにちは！ 最近こころの具合が悪く家に
いることが多くなったので誰かと交流したく応募しました。
絵が書くのが得意なのでぜひおはなしできたらうれしい
です。

たおさん
六甲通り 328番地 2021年5月31日まで

女性
50代

カメラ散歩、鉄道旅、歌舞伎狂言鑑賞 、博物館巡
り、城巡り

初めまして！たおです。文通、昔やってたなあと懐かし
く思い始めてみようと申し込みました。閃きを大事にし
たらこんなに趣味になりました（笑）いろんなお話を書
けたらと思います。よろしくお願いします！

まるむさん
相模ハマっ子通り 513番地 2021年5月31日まで

男性
50代

旅行、散歩、お酒、昭和

文通　懐かしい響きに惹かれました。ワープロでない、
自分の文字や表現の大切さ。言葉を通していろいろな方
の気持ちや感じていることに触れさせていただけたら
と思います。　よろしくお願いします。

金木犀さん
彩の国通り 460番地 2021年5月31日まで

女性
20代

読書、釣り、パン作り、金魚、猫、可愛い文具

はじめまして。文通をしてみたいと思い入会しました。仕事の傍ら
読書や釣りを楽しんでいます。お手紙を通して、楽しいお話がで
きればと思います。お花のある暮らしに憧れて時々花屋さんへ。
一番好きなお花は、金木犀です。

ふじごろもさん
彩の国通り 461番地 2021年5月31日まで

男性
50代

読書、風呂、ウォーキング、マインドフルネス、音
楽鑑賞

はじめまして。趣味のひとつの読書が最近スランプで本
が読めなくなってしまいました。活字を追うことが苦痛で
す。あなたのおすすめの本、絵本や写真集などがあり
ましたら教えていただけませんか。

マギーさん
どさんこ通り 320番地 2021年5月31日まで

女性
40代

韓流ドラマ鑑賞、文房具屋さん巡り、カレー屋さ
ん巡り、運気upになることをする

初めまして♪ 無類の手紙好きです(*^^*) 封筒や便箋、シールを買
うのも好きです★ 今は昨年の自粛期間からのブーム『韓流ドラマ』
に大ハマりしてます(笑) 小６の娘が１人います★子育ても少し落
ち着いた所で文通村を知れ、縁を感じております♪ 色んなお話が
できることが楽しみです★ こんな私ですが、どうかよろしくお願い
しまーすm(_ _)m
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こうやさん
うつくしま通り 106番地 2021年5月31日まで

女性
30代

手帳、ハンドメイド、同人活動

はじめまして。文字書きが好きで、文通村に登録しまし
た。ハンドメイドでビーズアクセサリーを作ったり、同
人活動で小説を書いたりしています。いろいろな人と繋
がりたいと思っています。よろしくお願いします。

広実さん
お江戸通り 1009番地 2021年5月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞(THE ALFEEファン)、一人旅、御朱印、神社仏閣、
ラグビー・女子サッカー

フル勤務OLです。子供も大きくなり、連絡帳などの手書きをする
機会がとても減り、日に日に字が汚くなっていくことを感じていま
す！ 綺麗な字で手紙を書きたい！という気持ちで参加しました。
今やりたいことは 1人旅、エレクトーンレッスンです

こめぞさん
六甲通り 330番地 2021年5月31日まで

女性
20代

イラスト、読書、女性アイドル(ハロプロ)、散歩

はじめまして。子供の頃、友人と文通していたのを思い
出し懐かしくなり始めてみました。趣味が同じ方、違う
方どちらも大歓迎です。文通を通して色んな方と交流で
きたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ゆうたんさん
しゃちほこ通り 369番地 2021年8月31日まで

女性
30代

文通、文具集め(マステ、レタセ、デザペ)、観
光(おでかけ)、食べるのこと

初めまして(*´꒳` )´꒳`*)♡ 手紙書くことが大好きでいろんな
方とお話がしたいと思い入会しました。 女性の方限定にさせて下
さい。 文具を収集することが好きです。マステやデザペは沢山あ
ります(^^) 沢山お話ができたら嬉しいです。 宜しくお願い致しま
す☆

まいまいさん
ピーナッツ通り 431番地 2021年5月31日まで

女性
50代

読書、文通、マンガ、猫、音楽鑑賞、など

手紙をこよなく愛しています。毎日、郵便配達のバイクの音を耳を
すませて待ってます。本やマンガを読むことが大好きです。好きな
作家の作品を集めるのも好きで、集め過ぎて本棚からあふれてし
まっているほど。後、ネコが大好き。毎日、ネコと戯れています。
とても可愛くて癒されてます。ネコの本とグッズも集まってきてい
ます。

藍桜みんとさん
ねぷた通り 54番地 2021年5月31日まで

女性
20代

音楽を聴くこと、歌うこと、ドラマ鑑賞、アニメ鑑
賞、ギター

初めまして(*^^*) 藍桜(あいざくら)みんとと申します。 音楽はGLAY、
水樹奈々、スカパラ、ハロプロなどが好きです。 アニソン、ロッ
ク、アイドル、色々聴きます。 でも流行りものには疎いです(^^;
ドラマやアニメは、シーズンごとにチェックして観てます。 綺麗な
字は書けないですが、心を込めて書いていきます。 よろしくお願
いします♪

もなさん
砂丘通り 25番地 2021年8月31日まで

女性
30代

散歩、気ままな旅行(自粛)、ガーデニング初心者、パン作り、
切絵、TRPG、ゲーム、動物動画

動物動画に癒されながら夫婦で生活しています。ふらっと旅行も行
けない世の中ですが、手紙を通して、皆さんの好きな場所や何気
ない話から元気をいただけないかなと思い始めてみました(*ˊᵕˋ*)あ
と、植物の上手な育てかたを伝授いただければよろこびます(苦笑)

ことりさん
彩の国通り 462番地 2021年5月31日まで

女性
50代

散歩、自然散策、ねこ、音楽、本や漫画、お笑い、ドラマ、
ラジオ、ファッション、色の組合せ

身近にある自然に癒されながら猫と楽しく暮らしてます♪ 草花、野
鳥、虫・・生きものが好きで散歩しながら観察していて飽きませ
ん♪ 読むもの聴くものはジャンルレス、お笑いやドラマは好きな番
組を録画して夜や週末に楽しんでます。好奇心旺盛でわりと何で
も楽しめるタイプなので年代問わずよろしくお願いします☆ 手紙の
用紙、形状どんなものでも大歓迎(*^^*)

みーむんさん
とちおとめ通り 113番地 2021年5月31日まで

女性
30代

お菓子作り、お弁当作り、カフェ巡り、筋トレ

久々に返事を待ちながら手紙を書くのも良いなぁと思い
登録しました。最近はお菓子作りやお弁当作りをがんば
りながら、ゆるく筋トレもやっています。もしよければ、
のんびりと文通しましょう。よろしくお願いします。

えりかさん
相模ハマっ子通り 514番地 2021年5月31日まで

女性
20代

海外ドラマ、映画鑑賞、音楽鑑賞（ブリットポップ、KPOP
等）、韓国人アイドル、韓国語勉強

初めまして。文章を書くのは得意ではありませんが、気持ちをうま
く伝えるように努力します。音楽が大好きなのて、ライブとコンサー
トへ行くのは年に10回以上です！去年はコロナ禍のせいで、1月の
クイーンのコンサートにしか行けなかったんです。韓国人アイドル
も大好きです！嬉しいこと、苦しいこと......どんなことであっても、
お話しできると嬉しいです。宜しくお願いします。
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めいさん
しゃちほこ通り 370番地 2021年5月31日まで

女性
20代

岩盤浴、友達と闇鍋、1人映画館、筋トレ&ストレッチ、お
花を一輪飾ること、むしころラジオ

昼夜逆転の生活になってしまい、夜12時に何ご飯なのかわからな
いご飯を食べ終え、心がすさんでいたときにふと、たったひとこと
でも、何でもないあたたかさがほしいと思いこちらに辿り着きまし
た。 お気に入りの便箋に郵便受けの向こう側の人を想像しながら
書く、そんな楽しい時間がもらえるなんて幸せです。 お返事が来
ることを心待ちにしています。

みふぃるさん
なにわ通り 482番地 2021年5月31日まで

女性
30代

音楽、文房具、手帳、登山、アニメ

はじめまして。 結婚を機に10年勤めた会社を退職し、現在ゆるー
く転職活動中です。 文通を通じて新しい発見や、色々なことが話
せる方と出会えたらいいなと思います。気持ちがこもっていれば枚
数や毎回同じレタセでも気にしないし、気にされない方とやり取り
できればと思います。 よろしくお願いします。

ありたまさん
どんたく通り 241番地 2021年5月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、カラオケ、アニメ、猫、

はじめまして。ありたまです！ 小学生の頃、文通していたのを思
いだして、懐かしい気持ちになり登録してみました。 字は上手い
とは言えませんが、他愛のない話でもやりとりできたら嬉しいです！
よろしくお願いします( ¨̮ )

日奈さん
もみじ饅頭通り 142番地 2021年5月31日まで

女性
20代

絵を描くこと、ドライブ、田舎、山や海などの自然
に触れること、食べること

小学校の頃の交換日記が懐かしくて始めました。夢日記
や日々の出来事などを写真や絵や文章などで共有でき
る方を募集します。 私はLGBTQのQにあたる人間なの
で、LGBTに理解のある方だと嬉しいです。

みなみなみさん
彩の国通り 463番地 2021年5月31日まで

女性
30代

読書、散歩、音楽、美術、珈琲、神社仏閣、観劇(宝塚)、
猫、収集(洋服・コスメ・シール)

初めまして。 偶然文通村の前を通りかかり、ふっと文通の楽しかっ
たこと、ポストをドキドキしながら開けたことを思い出して入村し
ました。 日頃の他愛もないことや趣味の話、好きなこと、音楽や
本の感想、美味しかったもの、思ったことなどなんでもお話できた
らと思います。 話を聞くことが好きなので違う趣味の方でも嬉しい
です。 どうぞ宜しくお願いします。

電燈さん
お江戸通り 1010番地 2021年5月31日まで

女性
20代

服、旅、写真、料理、喫茶、ものづくり、着物、
漫画、音楽、美術館など....

老舗喫茶で働きながらまったり暮らしている学生です。昔からお手
紙を書くことが好きなので興味を持ち、はじめてみました。 趣味
がたくさんあり、いろんなお話を聞くのも好きなので、日々のこと
や好きなことなどのんびりお話できたらなと思います♩

さやかさん
なにわ通り 483番地 2021年5月31日まで

女性
20代

読書、テディベア集め、イラスト、カラオケ、カフェ
巡り、電車に乗ることなど

はじめまして。どこかの誰かと素敵なお手紙のやり取り
があればいいなと思い、始めました。かわいいものがだ
いすきです。よろしくお願いいたします。

樹さん
もみじ饅頭通り 143番地 2021年5月31日まで

女性
30代

旅行、着物、ホラー、寺社仏閣めぐり、刀剣鑑賞、猫飼い、
日本酒、歴史番組。時々小説。

毎期気になるアニメは見てます。ゲームはとうらぶ以外だとICO、
大神、トリコ、ワンダ、うみねこ、ひぐらし、サクナヒメなど) 古く
て犬夜叉。1番新しくて怪物事変。 男性でも女性でも構いません。
可能ならば刀剣乱舞の審神者さん同士で、実際に本丸があって審
神者という役職に就いている体で審神者友達として文通してくださ
る方を探しています。よろしくお願いします。

しろさん
彩の国通り 464番地 2021年8月31日まで

女性
20代

旅行、散歩、登山、キャンプ、水族館、雑貨、お
皿、DIY、インテリア

はじめまして。20代後半、文通初心者の社会人です。同じような
趣味の方と手紙で語り合えたら素敵だと思って登録しました。自然
や綺麗な風景を見に行くのが好きで、47都道府県も全て行きまし
た。おうち時間が増え、最近は雑貨集めや家具作りもしています。
年齢性別問わず、何でもお話ができたらと思います。よろしくお願
いします！

しずくさん
相模ハマっ子通り 515番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ぬい撮り、読書、おいしいものを食べること、クラフトホリッ
ク、カナヘイ、自分ツッコミくま

はじめまして。しずくと申します。久々にお手紙を書きたいなと思っ
て登録しました。 好きなことはぬい撮り、文房具、カフェ巡り、珈
琲、紅茶、御朱印集めなどが好きです。読書はホラー以外でほん
わかする話が好きで、最近はすみっこごはんを読みました。何か
おすすめがあったら教えてください。 日常の色んなことをお話して
いけたらなと思っています。よろしくお願いします。
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びつおさん
しゃちほこ通り 371番地 2021年8月31日まで

女性
20代

猫と遊ぶこと、旅行

はじめまして。びつおです。 今回文通に惹かれ入村することにな
りました！ 仕事以外での人との交流があまりなく文通できることが
すごく楽しみです。猫飼ってます！！毎日癒されている日々です。
趣味は旅行です。コロナ前はよく行ってました。夢は全国の温泉
地を巡ることです☆よろしくお願いします。

まきこさん
彩の国通り 465番地 2021年5月31日まで

女性
20代

旅行、音楽(箏)、ダンス、韓国ドラマ鑑賞、アニメ
鑑賞、読書、カメラ

こんにちは、まきこと申します。医療系の大学に通っています。前
から文通に興味があり、最近見たあるアニメに感化されて始めて
みました！コロナ前は旅行が好きで、最近はU-NEXTを契約してア
ニメにハマりました。些細な世間話から趣味の話など、文通を通
して色々な方とお話し出来るのを楽しみにしています。よろしくお
願いします！

羊田めりぃさん
どさんこ通り 321番地 2021年8月31日まで

女性
30代

ゲーム、筋トレ、カルドセプト、Web漫画、同人便箋、ハ
ムスター、ベタ、すみっコぐらし

30代後半、小学生がいる専業主婦です。子供の頃集めていた同人
便箋を集め直しています。同人便箋使用の方大歓迎です、ジャン
ル不問です。私はFFやサムスピ、ヴァンパイアハンター、最近は
桃鉄が好きです。あつ森は道具が壊れるのでとび森派です。ピッ
コマ等Web漫画沢山読んでいます。ハンクラとすゑひろがりずに
ハマってます。好きな事ハマっている事教えてください！

みのすけさん
お江戸通り 1011番地 2021年5月31日まで

女性
20代

ジャニーズ、お笑い芸人、キャラクター(ポケモン、おさるの
ジョージ)、旅行、ポストカード

はじめまして。みのすけといいます。文通に興味があり始めてみ
ました。趣味や好きなことについてお互いに語り、自分の興味も
広げていきたいなと思っています。年齢性別問わず沢山の方と楽し
くお話しできたらいいなと思っています。気軽に文通していきましょ
う、よろしくお願いいたします。

ゆめかわさん
なにわ通り 484番地 2021年5月31日まで

女性
20代

料理、アニメ、マンガ、音楽、猫

初めましてゆめかわと申します。文通に興味があり始め
ました！ 色んなことに興味があるので、みなさんの好き
なことや日常のお話ができたら嬉しいです！同じ趣味の
方ともぜひお話したいです。

シトラスさん
ちゅら海通り 63番地 2021年5月31日まで

女性
30代

ウォーキング、ヨガ、カフェ巡り、スタバ、宝塚歌
劇団、コスメ雑誌、音楽鑑賞

最近ウォーキングと英会話を始めました。将来行ってみ
たい国はイギリス、フランス、ドイツ、オーストリア。
邦楽も洋楽も聞きます。日常のあれやこれや、ゆっくり
お話できたら嬉しいです。

ムーミンママさん
六甲通り 331番地 2021年5月31日まで

女性
50代

映画鑑賞　読書　猫　斉藤和義　漫画　神社仏閣

映画が好きで一人でもよく観に行きます。国内一人旅も憧れて何
度かチャレンジはしていますがまだまだ行けてないです。 離婚し
て20年弱がたち子供もみな大きくなりましたが親の勝手な悩みは
つきません。 仕事柄、人と接する事が多く人間味としての勉強に
なる事も多々あります。 真面目なようでどこか適当、人生いいか
げんが良い加減と思いながら毎日過ごしています（笑）

あやぱんさん
お江戸通り 1012番地 2021年5月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、Netflix、カメラ、散歩、文房具集め、
カフェ、パン屋巡り

コロナ禍でリモートワークの為、人と接する機会が少なくなってし
まいました。日常の出来事や趣味の話等を文通出来るのを楽しみ
にしております。年齢を問わず、色々な方とお知り合いになれると
良いなと思ってます。宜しくお願いいたします。

ゆうちんさん
杜の都通り 155番地 2021年5月31日まで

女性
30代

お酒、お手紙、文具、メイク、アニメ、料理、裁
縫、100均、サンリオ、キャラクター

小学一年生の男の子を育てています☆料理、文具、お酒、アニメ、
文具、縫い物も大好きです(*´꒳`*)お手紙交換に飢えていたので
これから沢山楽しみです♪これ以外にも沢山趣味などありますので
よろしくお願いします♪

すずともさん
さくらんぼ通り 51番地 2021年8月31日まで

女性
40代

アニメ、ゲーム(刀剣乱舞・ツイステ)、お絵描き、Amazon
プライム、うさぎ、文鳥、お酒

文通していた頃が懐かしく登録しました。小1男児の子育てと仕事
が中心の生活で子供が寝た後にお酒を飲みながらのアニメゲーム
映画鑑賞が日々の楽しみ。たまにデジタルお絵描きも。飼ってる
うさぎと文鳥が癒し。 趣味や日常や育児の事のんびり楽しく交流
できればと思っています。年齢性別レタセの形式問いません。 お
返事ゆっくりになりますがよろしくお願いします。
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くるみさん
越中通り 56番地 2021年8月31日まで

女性
40代

ドライブ 寺社仏閣めぐり 読書 自然の中の散歩

はじめまして、４０代で男の子の母になりました。同じ
ような方や趣味にピン！ときた方、よろしくお願いいた
します。

せんざいさん
越後通り 107番地 2021年5月31日まで

女性
40代

コーヒー(深煎り中惹きで酸味ないものが好み)、読書(雑誌
マンガ含む)、クロスワードパズル

万年筆のインクはブルーブラック、ボールペンのインク
は青が好みです。 黒で書くと威圧感あってあまり好きで
はありません。 うさぎとハムスターの飼い主です！

あおさん
お江戸通り 1013番地 2021年8月31日まで

女性
30代

小説・映画・漫画・アニメ（ホラー・ミステリが特に
好き） 動物、文通、イラスト

かなりのインドア派で文通大好き！趣味が合う方と文通したいで
す。 ホラーやミステリ以外には、週刊少年ジャンプを購読したりア
ニメは色々観ています。 イラスト交換もしてみたいです！ 使って
も良いとおっしゃって下さった方には同人便箋も使わせて頂きます。
苦手な方には使いませんのでご安心下さい。

ちな汰さん
なにわ通り 485番地 2021年8月31日まで

女性
20代

YouTube、パン屋/カフェ巡り、ゲーム、漫画、アニ
メ、Netflix、ジブリ、星、空

はじめまして！ 100均で可愛いレターセットがあると、ついつい買っ
ちゃっいますが、お手紙をかく機会がなく、たまってます(´・ω・｀)
何気ない日常や、相談など ゆったりマイペースにやりとりしたいで
す！ 恋バナとかしたいなあ〜(^O^)

こももさん
どさんこ通り 322番地 2021年5月31日まで

女性
50代

ハンドメイド　紙モノ　ゲーム　散歩　 風景印収
集　文房具

文通は初めてです メールやLINEのようなやりとりの速さも いいの
ですが　じっくり考えてゆっくり やりとりができる文通もといいなぁ
と思っています 日々のこと　趣味のこと　たわいのないお話が で
きたらと思います 同年代の方とゆっくり文を交わしたいです よろし
くお願いします

雨の庭さん
出雲通り 32番地 2021年5月31日まで

男性
20代

演劇　読書　アコギ　英語　天体 仰向けになってボーッと
すること　音楽（tacica）

この世のどこかに住んでいる大学生です。陽が大気を暖め、春が
少しずつ顔を覗かせてきた今日この頃、何か新しいことを始めてみ
ようと歩を進め、この文通村にたどり着きました。頂いたお手紙の
お返事は、何であれ誰であれきちんとお返ししたいと思っております
（文章は下手かもしれませんが）。新参者ですが、しばらくの間
仲良くしていただけると嬉しいです。

Sugarさん
越後通り 108番地 2021年8月31日まで

女性
30代

読書、カフェ、フリマアプリ、買い物

初めまして( ¨̮ ) 学生の頃から文通が好きで、色々な方と文通をし
てみたいと思い入村しました⑅⃝ ミステリー小説を読んだり、カフェ
でコーヒーを飲みながらボーッとする時間が好きです♡ 4歳男児の
子育て中です◎よろしくお願いいたします( ¨̮ )

ティンクさん
信濃通り 50番地 2021年5月31日まで

女性
40代

猫好き、お菓子作り、ドラマ好き（恋愛・ヒューマン系、昼
ドラ）、読書、ジャニーズ（嵐）

初めまして。私は中・高校生時（1990～1998年代）月9ドラマに
ハマっていました。ロンバケ、ラブジェネ、東京ラブストーリー、
ビューティフルライフ、愛してるといってくれ等の恋愛ドラマ世代で
す。この時代同じ気持ちで観ていた方と出会えたら嬉しいです。
猫好きの方も大歓迎です。どんな事でも色々な話を共有できたら
良いと思っています。

猫のひなさん
きびだんご通り 36番地 2021年8月31日まで

女性
60代

猫、手芸、韓国ドラマ、茶道、アートフラワー

愛猫に支えられながらひとり暮らしをしています。心惑う事もあり
ますが庭の花一輪に和みます。素敵な文章を認める事は出来ませ
んがお手紙交換して頂けると嬉しく思います。文通という出会いに
感謝してよろしくお願い致します。

大仏君さん
相模ハマっ子通り 265番地 2021年5月31日まで

男性
40代

プロ野球観戦、国際情勢、ニュース、お笑い、鉄
道旅行

プロ野球が好きな方と、国際情勢が詳しい方、お笑いに
入りたい方を募集しています。鉄道が好きな方募集して
います。
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白きりんさん
信濃通り 127番地 2021年8月31日まで

女性
30代

散歩、カフェ巡り、手芸、演劇鑑賞、ベランダ菜
園など

初めまして。以前購入した便箋やポストカードを見る度に文通をし
てみたいと思い、この度思い切って始めることに致しました。
日々の小さな出来事や季節の移ろいなどゆるゆるとやりとりでき
ればと思っております。夫と2人暮らし、猫を飼うか検討中です。
宜しくお願いします。


