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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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のびたさん
きびだんご通り 57番地 2022年10月31日まで

女性
30代

海外ドラマ、映画鑑賞、漫画、読書、百均巡
り、YouTube

初めまして。以前、入村していた者です。急な生活環境の変化で、
バタバタして心残りのままリタイヤしていました。今は生活リズム
も落ち着いてきたので、もう一度文通を通してたくさんの方とお話
しできたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。

えこうさん
上州三山通り 92番地 2022年1月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、ゲームps4、ウォーキング、動画視聴、
漫画、アニメ

はじめまして、えこうと申します。文通をしていた頃の楽しさを思
い出し、会員になりました。主に力を入れている趣味は映画（洋
画や話題の映画）とゲーム（オン、オフどちらも）です。ホラー
系がとても好きです。怪談なども好きですが、心霊スポットなど
は行かない怖がりです。それ以外も満遍なく薄くですが、興味も
あります。最近美容にも興味が出てきました。よろしくお願いいた
します。

こぶ吉さん
うつくしま通り 118番地 2022年1月31日まで

女性
20代

読書、韓国アイドル(BTS他)、ドラマ、ライブへ行
くこと、食べること

はじめまして。書くことが好きなのでぜひお手紙のやり取りをした
いと思い入会しました。今は韓国アイドルが好きです。また、日本
のバンドも好きです。ぜひ色々お話できたら嬉しいです！初心者
ですが、何卒宜しくお願いします！

のんのんさん
茶畑通り 214番地 2022年1月31日まで

女性
10代

紙モノ、イラスト、100均めぐり、歌う、ダンス、
漫画、アニメ、音楽、旅行、貯金

誰かとお手紙でお話してみたいなと思って始めました。
可愛い紙モノを集めたり、イラストを描いたり、音楽を
聴く事が好きです。最近は自分磨き、貯金も頑張ってい
ます。ぜひお話したいです！よろしくお願いします^^

かなさん
お江戸通り 1177番地 2022年4月30日まで

女性
20代

スノーボード(初心者3年目)、読書、アニメ

旦那さんと自営業を初めて3年目、トラブルも多々ありながら何と
か二人三脚で乗り越えてきました。まだまだ目が回るほどの忙し
い中でふと目に付いた万年筆、そういえば誰かに手紙なんて何年
も書いてなかったなと思い初めて万年筆に挑戦します。上手くは書
けませんが今の生活に1つ楽しみが増えるといいなと思います。よ
ろしくお願いします。

ももさん
茶畑通り 215番地 2022年4月30日まで

女性
40代

文通・読書・旅行・温泉・ビーズアクセサリー作り・
音楽・手帳など

はじめまして。ももと申します。趣味は沢山あり、インドアからア
ウトドアまで色んなことに興味があります。最近、シーリングスタ
ンプを始めました。興味があることは、ハーブやアロマで、ぜひ学
びたいと思っています。仕事は自営業（飲食業）をしています。よ
ろしくお願い致します。

おはるさん
なにわ通り 545番地 2022年4月30日まで

女性
20代

読書、ドラマを観ること、食べること

仕事と自宅の行き来だけの代わり映えない毎日。字を書くことも減
り、何か新しく刺激になることはないかなぁと思っている時に文通
村を見つけました。趣味らしい趣味もないので、文通を通して視
野を広げられたらいいなぁと思っています。（最近、ウクレレとハ
イキングが気になって色々とリサーチしてます。）

fumaさん
さくらんぼ通り 59番地 2022年1月31日まで

女性
30代

読書、絵を描くこと、ドライブ、散歩、史跡・神殿
仏閣巡り

文通初心者です。手紙でのゆったりとしたやり取りを楽しみたいと
思い入会しました。一人でのんびりするのが好きな性格です。 城
跡や神社・お寺を巡るのが好きですが、共通する趣味の方もそう
でない方も対応できるので、気軽にお手紙を送っていただけたらと
思います。年齢差も問いません。よろしくお願い致します。
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たきこさん
相模ハマっ子通り 584番地 2022年1月31日まで

女性
20代

絵を描くこと、お笑い、漫画、絵本、ドラマ、映画、
YouTube、リラックマ

昔から文通に憧れがあり、思いきって始めてみました。 パンが好
きで普段はパン屋で働いてます(^-^) お笑いコント動画を観るのが
趣味で、東京03や吉住さんが特に好きです。 趣味や日常のちょっ
としたことをのんびり話せる仲間ができたらいいなぁと思っており
ます。 どうぞよろしくお願いします。

シホさん
どさんこ通り 356番地 2022年1月31日まで

女性
20代

ヴィンテージのお人形、切手、シール集め。絵や
小説をかくこと、映画、ゲーム、ホラー

古くて可愛らしい物を集めてメンテナンスをしたり、写真を撮った
りする事が大好きです。特にタミーちゃん、ペニーブライトちゃん
が好きです。 他に小説や絵をかいています。 人と話す機会が欲し
いと思い登録致しました。 どうぞ宜しくお願いいたします。

はるさん
常陸の国通り 173番地 2022年1月31日まで

女性
30代

読書(特に推理もの)、漫画、音楽、ゲーム(乙女ゲーム)、水
族館・プラネタリウム好き

はじめまして。以前から文通に憧れがあり、登録してみました。本
と漫画とゲームが大好きなインドア派です。最近は料理が上手くな
りたいと思って練習中です。趣味の話や、日常の何気ない話をゆっ
くりやり取りできたら嬉しいです。よろしくお願いします！

レモンさん
彩の国通り 529番地 2022年1月31日まで

女性
40代

読書（小説）、フルート・チェロ演奏、手芸（リメイク）、
自転車散歩、ディズニー、ジブリ

最近文通に興味を持ちました。手書きのあたたかさを感じる素晴
らしい趣味を見つけたなと思っています。 お互いの趣味の話をメイ
ンに、日常生活の些細なことも共有できたら嬉しいです。穏やか
な女性の方、お手紙お待ちしています。

りりさん
彩の国通り 318番地 2022年4月30日まで

女性
20代

漫画、アニメ、ダイエット、美容、珈琲、読書、
ネイル、ファッション、ゲーム、犬、猫

現在3人目の育休中でお時間に余裕ができたのではじめました！！
お手紙を通して沢山の方と楽しく有意義な時間を共有したいです。
普段の出来事など、些細なことをお手紙に書いて温かいやり取り
ができればと思っています。学校や仕事、日常生活、趣味など、
なんでも嬉しいです❤︎ ぜひ、お気軽にお手紙ください♪丁寧にお
返事書かせていただきます★(∩∀｀*)

ともきさん
越後通り 121番地 2022年1月31日まで

男性
20代

旅行、御朱印集め、温泉、カフェ巡り、Youtube、
写真

はじめまして。コロナ前はよく九州や関西、関東へ旅行に行ってい
ました。その地の方とお話がしたくて文通の世界に入りました。旅
行やグルメのお話ができればと思います。そしてスマホカメラで
すが、写真を始めました。地元の写真などお互いに交換できれば
と思います。よろしくお願いします。

はねこさん
ちゅら海通り 71番地 2022年1月31日まで

女性
30代

ゲーム(PC,携帯,PS4)、カラオケ、読書、文具、動
画鑑賞

とある店で、便箋コーナーを眺めていたのですが、買っても便りを
送る相手がいない事に寂しさを覚えました。 そもそも、文通をし
た事がない私。相手はどう探すのか？ という所で文通村に辿り着
きました。 よろしくお願いいたします。

香炉さん
なにわ通り 546番地 2022年4月30日まで

女性
30代

読書、漫画、散歩、ドライブ、図書館巡り、食べ
歩き

初めまして。香炉と申します。手紙ならではの温かさが好きで、
この度文通村さんにお世話になる事に致しました。新しいご縁の中、
心にうつりゆくよしなしごとや、日常の中での｢あ、なんかいいな｣
をゆるりと分かち合えたらとても嬉しく思います♪どうぞ宜しくお願
い致します。

さとみさん
とちおとめ通り 126番地 2022年4月30日まで

女性
40代

ハンドメイド活動、美術、映画、音楽鑑賞、園芸(初心者)、
文通、絵葉書集め、ファッション

10~20代は沢山文通をしていました。ジャンクジャーナルを知り紙
モノ愛が再燃し、また文通がしたくなりました。ハンドメイド、猫
絵、少女画、細密画、美しいもの綺麗なもの、古いものが大好き
です。成人済の子供が3人。離婚歴あり。遠距離恋愛中です。年
齢性別不問です。話題にこだわりもありませんので気軽にお手紙
頂けると嬉しいです。ハガキもOKです。

ももさん
お江戸通り 1178番地 2022年1月31日まで

女性
20代

絵画　音楽　映画　お酒　料理　動物

こんにちは。 この時代だからこそ文通って素敵だなぁと思って始め
るに至りました。 映画、音楽、美術などが好きです。絵は描くほ
うが好きです。 普段は仕事が忙しく、心休まらない日々を送ってい
ます。 素敵な便箋や、手書きの優しい文字できれいな気持ちにな
れたらと思っています。 字はあまりきれいではないですが、ぜひ
いろいろお話ししましょうね。
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あかねさん
平城京通り 81番地 2022年4月30日まで

女性
20代

YouTube(東海オンエア、QK)、Netflix、テニプリ 、映
画、JO1、声優

掃除していたら幼少期に使用していたメモが出てきたため今回登
録してみました そのためキャラ物や百均、小さいメモ、バラセで
送ることがほとんどになりますのでご了承下さい こちらも使うタイ
ミングを逃したメモなどで送っていただいて大丈夫です！ 人との
会話が1番好きなので趣味が違う方ともお話できたら嬉しいです!
手紙を通して私の知らない世界を教えて下さい！！

すずらんさん
彩の国通り 531番地 2022年4月30日まで

女性
40代

読書　映画　折り紙　絵本　ぬりえ　懸賞 園芸
ハンドメイド　不思議な事

はじめまして!手紙を通じてなかなか知り合うことのない人達と、
繋がりたいと思い入村しました。愛犬トイプードルと子供が2人い
ます。今ハマっているのは韓国映画です！お手紙の種類はこだわ
りません★字は上手ではありませんが、お互いのペースで楽しくで
きればと思います。宜しくお願いします。

あおこさん
さぬき通り 64番地 2022年4月30日まで

女性
20代

温泉巡り、文房具、読書、YouTube、キャンプ、
旅行、お酒

初めまして！あおこと申します。夫とふたり暮らしです。ガラスペ
ンを買ってものを書くのがとても楽しくなったのと、手書きの文字
が見たくなって始めました。他愛のない事を一緒におしゃべりした
いなと思います。よろしくお願いします。

なおたろうさん
阿波の国通り 38番地 2022年4月30日まで

女性
40代

登山、自転車、おいしいものとおいしいお酒、読
書、文房具、のんびりする

自然が好きで、山の空気や雲の動き、葉っぱの色、かわいいお花
に癒されています。山で食べるご飯の美味しいこと！読書もでき
るだけするようようにしてますが、最近は積読になってることが多
いです。本の感想など言い合って積読が解消できたら嬉しいです。
字を書くことも好きです。日々のことや、楽しい、美しい、悲しい
ことやりとりできたらいいなと思います。よろしくお願いします。

ゅぃさん
相模ハマっ子通り 586番地 2022年10月31日まで

女性
30代

読書、文通、散歩、買い物、図書館、カフェ、バ
スケ

文通が好きで、年齢・性別問わず、お話したくて始めま
した。子育て中のワーママです。子育てされている方や、
男性の方、年下、年上の方々ともたくさんお話したいの
で、気軽にお手紙送っていただけたら嬉しいです。

ひよこさん
どさんこ通り 357番地 2022年1月31日まで

女性
40代

カフェ、ウォーキング、猫、写真、手帳

偶然こちらを知り、子供の頃楽しく文通していた事を思い出して入
村してみました。今の時代に文通だからこそ話せることってあると
思うんです。何気ないやり取りでもOK！！心を込めてお手紙を送
りあえる方、よろしくお願いします(*^^*)

さつきさん
どんたく通り 278番地 2022年1月31日まで

女性
30代

クロスワードパズル レターセット収集 手紙のやり取り 食べ
ること アイシャドウ収集

はじめまして。 1歳半の息子を持つ母親です。 字は綺麗ではない
のですが、昔から手紙を書く事が好きで、学生時代のようにどな
たかと楽しく文通できればと思い入村致しました。育児に忙しい
日々ですが、文通を通して新たな世界が広がればなと思います。
育児の合間でのやり取りになりますが、お気軽にお手紙下されば
嬉しいです。

ももこさん
お江戸通り 1180番地 2022年1月31日まで

女性
20代

ハンギョドン、演劇、読書、文房具収集、美味しい
お店を開拓すること、雑貨収集

はじめまして。児童福祉に関する仕事をしています。学生時代は
演劇部に所属し熱中していました。かわいい紙やシール、マスキン
グテープが大好きです！交換できる方がいればぜひ！読書は江戸
川乱歩、俵万智、アガサクリスティーなどが好きです。年齢差や
性別を気にせず見聞を広めたく思っておりますので、ぜひお手紙頂
きたく思います。

ちょいさん
とちおとめ通り 127番地 2022年4月30日まで

女性
30代

あつ森、猫、ミッフィー、Cocco、レターセット集め、手
芸(あみもの 羊毛フェルトなど)

文章を綴るのは、ちょっと苦手ですが、レターセットを
色々と集めてしまう趣味があり、誰かと文通したいなと
思い登録しました。長い文章は書けませんが、楽しくお
手紙を送り合えるお友達を募集中です。

テトラさん
彩の国通り 532番地 2022年1月31日まで

男性
20代

読書、ゲーム、映画、新日本プロレス、ドライブ、
お酒、旅行

初めまして。テトラと申します。 仕事も落ち着き、人とのつなが
りを持てるような趣味を見つけようと思ったため入村しました。文
通については全くのド素人ですが、頂いた手紙については必ずお
返事を書かせて頂きます。 よろしくお願いします。
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さとうあめさん
古都みやび通り 201番地 2022年1月31日まで

女性
30代

読書、散歩、カラオケ、ライブ、食べること

初めまして。とても素敵なレターブックを買ったばかり
で、どなたかに言葉を綴りたくて入会いたしました。
日々のたわいない話などできれば嬉しいです。 よろしく
お願いいたします。

たなさん
きびだんご通り 114番地 2022年4月30日まで

女性
30代

ドライブ テレビ 読書

文通初心者です。日常をつらつら書くだけかもしれませ
んがよろしくお願います。飽き性なところもあるので返
事が遅くなっていきそうな気もします。。。

ゆたんさん
相模ハマっ子通り 587番地 2022年1月31日まで

女性
40代

ウォーキング、旅行、読書、パソコン

はじめまして。IT系の仕事をしている40代女性です。世
代や性別、共通点の有無を問わず、心が通い合うお手
紙交換をしたいと思っています。文通が生活の潤いになっ
たら嬉しいです。宜しくお願いします。

みぁこさん
きりたんぽ通り 49番地 2022年1月31日まで

女性
40代

紙もの、猫、お酒、文通、YouTubeを観ること

初めまして(o^^o)既婚者です。息子２人の母で、猫(マンチカンと
保護猫)を２匹飼っています☆お酒を嗜む程度ですが好きです 紙も
の系(デザペ、メモ、マステ、シール等)が好きです。韓国の紙も
のを集めていたので希望の方におすそ分けもできたら良いなぁと
思っています。どんなお話でも楽しく文通したいです(o^^o)どうぞ
よろしくお願いいたします☆

華南子（かなこ）さん
ピーナッツ通り 493番地 2022年4月30日まで

女性
50代

音楽、旅行、宇宙、舞台、美術館、ヨガ、自然、歩く、読
書、鳥（特に文鳥）、ボードゲーム

子供の頃、手紙が大好きで、よく身近な人にしたためていました。
最近は時代も移り変わり、そんな楽しみはすっかりあきらめていた
ところです。この場を借りて、温かい気持ちのやり取りができれ
ばうれしいです。癒やされる物・事が大好きです。どうぞよろしく
お願いします。

通行人Kさん
越後通り 122番地 2022年1月31日まで

女性
20代

読書、カラオケ、犬、アニメ、漫画、ゲーム、ポケモン、
刀剣乱舞、櫻井孝宏さん、関ジャニ∞

はじめまして！　便箋を買ったは良いものの、送る先が見当たらな
くてここに入村しました。色々な方とお話してみたいので、宜しけ
れば年齢関係なくかまってやってください。 お仕事は介護士をやっ
ています。歌うこと、本を読むことが大好きで、好きになればどの
年代でも、どのジャンルでも読み聴きします。様々なジャンルを開
拓していきたいので、皆さんのオススメをぜひ教えて下さい！

春さん
なにわ通り 547番地 2022年1月31日まで

女性
30代

文房具屋さん巡り、カメラ散歩、読書、ものづく
り、雑貨屋さん巡り

こんにちは 4歳、0歳の子ども2人のお母さんやってます 紙モノや
文房具が好き 多趣味な方ですが、子育て中のため、なかなかまと
まった時間が取れず…短くても落ち着くひと時を過ごしたいと思い、
文通に興味を持ちました 話し下手なため、手紙の内容が短く単調
なものになってしまうかもしれませんが、ゆっくりのんびりお付き
合い頂けたらと思います

ひろっぴさん
お江戸通り 1181番地 2022年1月31日まで

女性
50代

文通・マスク作り・レターセット＆かわいい文房具
集め・氷室京介ファン歴36年

はじめまして。 50代のひろっぴと申します。 20代で文通が流行っ
ていた頃に文通のやりとりはしていましたが、いつしか手紙も文字
すらも書く機会が減りました。 買いだめしていた大量のレターセッ
トもそのままで、また手紙書きをしてみたくなり、文通村に入村し
ました。 同年代の方と楽しくやりとりができたらいいなと思ってい
ます。 よろしくお願いします。

ʏᴜɴoさん
ピーナッツ通り 494番地 2022年4月30日まで

女性
20代

紙モノ・風景印・切手集め、アニメ・映画鑑賞、読
書、歌い手、美容、ファッションなど

幼少期から文通が好きで､お友達とよくしていました。性別年齢関
係なく､楽しくお話できたら嬉しいです♩紙モノのお裾分けもしたい
なって考えてます…！20代女性ですが､同年代同性さんはもちろん､
年配の方や男性の方も気軽にお便り飛ばしてください♩ 割と幅広い
範囲のお話ができると思うのでどうぞよろしくお願い致します( ・×・
)♩

美月さん
お江戸通り 1182番地 2022年1月31日まで

女性
30代

カフェ巡り、アウトドア（登山）、茶道（表千
家）、UNIQLO、理美容・メイク、韓国ドラマ

皆様はじめまして 私は今年の8月〜転職活動をしており11月から
医療関係で社会復帰します この度、新しく文通をしてみたいと思い
文通村に入会致しました 100円ショップへ行ったら色々な種類、使
い易そうな便箋が多く驚いています！ 楽しくやり取りをしていけた
らと思います、宜しくお願いします
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つばささん
お江戸通り 1183番地 2022年1月31日まで

女性
40代

お笑い鑑賞、AMラジオ、香港映画、一人旅、音楽（シティ
ポップ系）鑑賞、馴染む筆記用具探し

小さなそろばん塾で先生をしています。独身です。仕事
以外で手紙を書くのは久しぶりですが、いろいろな方と、
日々のできごとや、今、楽しんでいることなど…話をし
ているようなやりとりがしたいです。

ひぃさん
どんたく通り 280番地 2022年4月30日まで

女性
10代

喫茶店,カフェ巡り、運動、システム手帳

最近ハマっていること: システム手帳を充実させること、YouTube
全般、クックパッドで美味しそうな料理を見つけること、色んなコ
メダ珈琲店を巡ること☕️ 好きなこと:美味しいものをお腹いっぱい
食べること、運動、お出かけ、友達や家族の誕生日を祝うこと バ
イト:コメダ珈琲店 将来の夢：児童指導員(最近考え直し中、、)

星空さん
茶畑通り 180番地 2022年4月30日まで

女性
50代

ｳｫｰｷﾝｸﾞ、鉄道旅行（願い）、昭和の歌を聞く（山口百恵・
中森明菜）、のんびりとした時間の中で過ごすこと、ドライ
ブ、空や自然に触れる、お笑い

のんびりとした時間が好きで、ドライブしたり、山やウォーキング
しながら風を感じる瞬間が幸せな平凡な50代です。文通は初めて
でたくさんの文章は書けないかもしれませんが、末永く、お相手の
方とお手紙の交流を通して、しあわせな時間を創っていけたら嬉し
いです。宜しくお願いします。


