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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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紫陽花さん
なにわ通り 597番地 2022年12月31日まで

女性
40代

手帳、文具、BTSの曲を聴くこと、韓国ドラマを観る、韓国
語、カフェ好き、ニャンドゥティ

BTSに出会って１年半が過ぎ、韓国語にも興味を持ち勉強を始め
たりして、毎日が楽しいです(*^^*)グクテテよりのオルペンです。
スタバやカフェも好きです！ ニャンドゥティという手芸も少し始め
て、刺繍糸を見るのが好きです。 同じような趣味でお話ができる
方がいると嬉しいです。

まゆこさん
どんたく通り 140番地 2022年9月30日まで

女性
30代

動画鑑賞、手帳、資格勉強、まったり、インコ、
読書

システム手帳や文具が好きで、最近はフランクリンプランナーを活
用し始めました！ 私は30代会社員ですが、様々な方と日常の些細
な出来事や趣味についてのお話が出来ればと思っています。 私自
身はお手紙が短めで一筆箋やポストカードでのやり取りが多くなる
かもしません。 字に自信はありませんが誠意を込めてお手紙を書
きます。 よろしくお願いします。

あきりんごさん
信濃通り 106番地 2023年6月30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

再開です(*・∀・*)ﾉ この前繋がっていただいた方々をはじめ、また
いろんな方々と繋がりたいと思い再開させていただきました(^^) コ
ロナも大分落ち着き出歩きたくなっています。そんな気持ちもプラ
スしてまた楽しくやり取りができればと思います。書き足りません
がいろんなことに興味があり男女、年齢問わずいろんな話がして
みたいです！よろしくお願いします(^^)

白妙さん
越後通り 99番地 2022年9月30日まで

女性
20代

ゲーム、イラスト、YouTube、VTuber、音楽、楽
器、アニメ、漫画、雪

一度文通をやめていたのですが、またやりたいなぁと思い戻ってき
ました。 ゲームやお絵描き、最近はYouTubeの配信や動画をよく
見ています。 ペースはゆっくりになりますが、楽しくお話できたら
嬉しいです！

にいこさん
ピーナッツ通り 385番地 2023年6月30日まで

女性
30代

雑貨屋パン屋巡り、ガーデニング、映画、占い、コーヒー紅
茶、世界の料理、ムーミン、ミニチュア

ピーナッツ通りのにいこと申します。海沿いの街で夫とビーグル犬
二匹で暮らしている主婦です。 2年前にお試し入会してから期間が
空いてしまいましたが、温かく楽しいお手紙のやりとりを思い出し
再入村しました。文を書くのはあまり上手ではないのですが、
色々お話できたら嬉しいです！ポストカードやミニレターでのやり
とりも大歓迎です♪どうぞ宜しくお願いします(^^)

ぷにょきちさん
なにわ通り 532番地 2022年9月30日まで

女性
50代

読書、宝塚歌劇、スポーツ、料理、ヨガ、サイク
リング

はじめまして。 宝塚歌劇が好きです。 各組が好きです。今は雪組
の朝美絢さんがお気に入りです。 毎日、毎日、向上心を持ち、何
にでも興味を持って出来る範囲で過ごせたらと思ってます。 いろん
な話題で、お手紙のやりとりが出来たらと思ってます。 どうぞよろ
しくお願い致します。

みらいさん
きびだんご通り 112番地 2022年9月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、食べること、散歩、世界遺産、パン屋巡
り、美味しい紅茶探し、クロスステッチ

初めまして。就職を機に田舎に配属され毎日職場と自宅の往復の
日々、親しい友人もおらず、寂しい毎日なので色々お話できるお
友達をつくれたら、と思い登録致しました。特に本を読んだり、映
画をみたり、一人旅をするのが好きです…！子供の頃の話や悩み、
日常や趣味のことなど色々お話ししませんか？どうぞよろしくお願
いします。

スリジェさん
カナダ通り 1番地 2022年9月30日まで

女性
20代

カメラ、ペーパークラフト、カフェ巡り、音楽、ギター、旅
行、読書、語学（フランス語）

はじめまして、海外在住の主婦です。移住を機に仕事を辞めまし
たが、日本では医療関係の仕事をしていました。こっちでも資格
取得のためにまず語学から勉強しています。趣味は一眼で写真を
撮ったりペーパークラフトで花を作ったりしています。また、子育
て真っ最中でイタズラ好きの娘がいます。文通初心者ですがいろ
んな方とお手紙交換したいです。よろしくお願いします。
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川村露子さん
どさんこ通り 384番地 2022年9月30日まで

女性
20代

読書、短歌、ダンス

「今時の子って文通したことないでしょ」と言われて文通に興味を持
ちました。 趣味は読書、特技は壁倒立、最近の悩みはマットレス
が体に合わなくてよく眠れないことです。 色々な方とお手紙を交換
してみたいと思っています。 あまり字が上手くないのですが、でき
るだけ丁寧に書きますのでどうぞよろしくお願いいたします。

はるぼんさん
相模ハマっ子通り 647番地 2022年9月30日まで

女性
30代

文通、ゲーム、旅行、海外シールやマステ集め、
ご飯食べにいく

はじめまして。 神奈川県に住む、はるぼんと申します。 どうぞ、
よろしくお願いいたします。 字を書くことが好きというきっかけで
高校の時から文通をやりはじめて１８年くらいになります。 私は
生まれつき耳が聞こえません。 こんな私ですが、仲良く文通して
行きたいです。

フジハラさん
お江戸通り 1302番地 2022年9月30日まで

男性
20代

本、映画、写真、絵画、バスケットボール

社会人5年目で、建築に携わっています。いい歳になって字が綺麗
でないのが情けなく、たくさん字を書く機会を作れたらなと考えて
います。また、趣味で小説を書くので、普段お話しすることができ
ない属性の方とも文通して、参考にさせて頂ければと思います。
どうぞお気軽に宜しくお願いします。

わしずさん
越後通り 134番地 2022年9月30日まで

女性
30代

読書、執筆、路地探検、カードゲーム、料理

美容室勤務しつつちまちま小説を書いています。最近のマイブー
ムは遊戯王カード。シーソーゲームだと負けても満足感があるの
がおいしいです。いろいろお話したいですが、特に読書のお話で
きる方、いらっしゃいましたらぜひ。ポストカードのやり取りも大
歓迎です。

うたさん
茶畑通り 237番地 2022年9月30日まで

女性
20代

シール&紙モノ&レターセット集め、舘ひろし、100均巡り、
アコギ弾き語り、カラオケ、コスメ

初めまして！文通を通して色んな方とお話したくてはじ
めました！趣味が合う方、違う趣味をお持ちの方、色ん
な方とお話が出来たらなと思います！ また、コラージュ
素材の交換等も出来たらいいなと思っています♡♡

ぶんぶんさん
お江戸通り 575番地 2022年9月30日まで

男性
20代

靴磨き、小型バイク

はじめまして、人の手が入ったモノが大好きで、この度文通を初め
てみました。 やはり手書きの手紙は心が詰まっていると思うので
素敵ですよね♪ 字はキレイでは無いですが、お相手頂けると幸い
です。 よろしくお願い致します。

麦野さん
どんたく通り 310番地 2022年12月31日まで

女性
30代

食べる事、筋トレ、ダイエット、音楽、動画、映画、
漫画、散歩、写真

会社と家の往復な毎日を、少しずつ楽しみを見つけながら暮らして
いる会社員です。嬉しかった事や美味しかった物、クスっとした事
など、小さな幸せのかけらを交換するようなやりとりが文通を通し
てできたら素敵だなと思い登録しました。どうぞよろしくお願い致
します。

ゆんさん
いよかん通り 64番地 2022年9月30日まで

女性
20代

犬、音楽鑑賞、カラオケ

何か新しい趣味を作りたくて始めてみました。去年ひとり暮らしに
転職と、生活がガラリと変わりましたがだいぶ落ち着いてきたので
前から気になっていた文通を。動物が好きで、フレンチブルドッグ
を飼っています。音楽はGReeeeNとback numberが好き！他にも
色々聴きます。カラオケも好きです。性別年齢問わず様々な方と
繋がれればと思っています。

のんママさん
越後通り 136番地 2022年9月30日まで

女性
50代

園芸、手芸、縫製、断捨離、トレッキング、御朱
印集め

こんにちは。初めまして。 子供達も独立し今は主人と2人暮らしで
す。 お互いの趣味である園芸でグリーンから癒しを頂いています。
もうすぐ60代に突入しますがまだまだ働くつもりです！ 楽しい話
から愚痴や悩み事など色んなお話が出来たら良いなと思います。
宜しくお願い致します。

おとさん
常陸の国通り 186番地 2022年9月30日まで

女性
20代

音楽、映画（邦画）、カフェ巡り、古着屋巡り、マスキング
テープやシール収集、料理、アニメ

自分のことを知らない誰かとやりとりがしたくて、検索していたら
このサイトに辿り着きました。 バンドが大好きで、インディーズか
らジャンル問わずなんでも聞きます。一番好きなバンドはBUMP
OF CHICKENです。 休日は一人でカフェ巡り、レイトショー、ライ
ブハウスでバンドを見たりしています。文通するのは初めてなの
で凄く楽しみです。よろしくお願いします。
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JSKさん
もみじ饅頭通り 187番地 2022年9月30日まで

男性
20代

アニメ、マンガ、ゲーム、散歩

文通初挑戦です。アニメはラノベ原作の作品がお気に入
り。週刊少年ジャンプを購読中。ゲームはポケモン、ド
ラクエなど。その他の話題も歓迎します。よろしくね。

コノミさん
どんたく通り 311番地 2022年9月30日まで

女性
20代

インコ、中国語、コスメ、文房具、雑貨、ゼブラ
柄、赤リップ、落書き、犬、雑談

気軽に雑談するかんじで過去の話や日常の話、趣味の
話などで、のんびりやりとりできたらうれしいです(*‘ω‘
*) ポストカードでも便箋でもOKです♪ お気軽にお手紙く
ださい☆

しろやぎさん
相模ハマっ子通り 655番地 2022年9月30日まで

女性
30代

細かい作業が好きです(刺し子、アイロンビーズな
ど)ムーミン、アニメ鑑賞

文通は人生初めてです。一度やってみたいなと思っていましたが、
なかなか始められず機会を逃してきました。ふとネット検索してみ
たところここにたどり着きました。仕事は秘書をしていますがコロ
ナになり在宅勤務が主になり、自分の時間と向き合う事が増えま
した。初心者ですが、文字を書くことは好きなのでどうぞよろしく
お願いします。

らぶりんのははさん
伊勢通り 107番地 2022年9月30日まで

女性
50代

文具、インク、ガラスペン、紙もの、トミカ ワンコ、
仕事

はじめまして。 自分の好きな事が職業です。 その為、趣味に仕事
も入ってます(˶′◡′˶) 広く浅くと沼に入ってる趣味もありますが。。
1つでも共通の趣味がある方にお手紙書きたいなぁと思ってます。
趣味合わなくても大丈夫デス。誤解しないで下さいね。 よろしくお
願い致します♪

よっこさん
お江戸通り 1304番地 2022年9月30日まで

女性
20代

博物館巡り、運動(ジム通い始めました)、ハロプロ、
お散歩、美味しいものを食べる！

新しい趣味が欲しくなり、文通を始めました。 色んなエピソードを
聞いて視野を広げたいです！共通の趣味もそうでないものも、い
ろんなお話しができたら嬉しいなぁ〜、と思っています！どうぞよ
ろしくお願いいたします。

きいろさん
古都みやび通り 220番地 2022年12月31日まで

女性
30代

紙モノ・切手収集、猫、ミッフィー、絵本

ポストカードや一筆箋など、短めのお手紙で気軽にやりとりできる
方とのご縁があればと、入村しました。 夫＋子ども（0歳）と3人
暮らし。 毎日忙しないながらも、ホッとひと息お手紙を書く時間を
楽しんでいます。 気張らず他愛ないお話ができればうれしいです。
手作り封筒もokな方、ゆっくりペースで大丈夫な方、年代など気
にしないのでよろしくお願いします☺︎

れれれややさん
砂丘通り 31番地 2022年9月30日まで

女性
20代

アニメ、漫画、音楽、映画、散歩、写真、韓国語

はじめまして。小学生ぶりに文通をしたいなと思い登録しました。
コロナ禍になってからの休日は、お家でアニメ鑑賞、漫画を読ん
だりして過ごすことが増えました。最近は東リべと魔入りました！
入間くんがお気に入りです。年齢性別問わず色々な方と交流出来
たら嬉しいです。よろしくお願いします。

のらさん
相模ハマっ子通り 657番地 2022年9月30日まで

女性
30代

神社巡り、旅行、散歩、スヌーピー、スポーツ観戦、コスメ、
マンガ、美味しいものを食べる。

はじめまして。夫と二人暮らしの主婦です。引っ越し、結婚を機に
パート勤務となって時間ができました。何かをはじめてみたくなり、
文通村と出会いました。学生時代に友達とした手紙のやりとりが懐
かしく、手紙で人と繋がれることにわくわくしています。共通の趣
味の方がいたらぜひお話ししたいです♪もちろん、他の話題も大歓
迎です。よろしくお願いいたします♪

ねるねさん
お江戸通り 1305番地 2022年12月31日まで

女性
20代

にじさんじ/温泉・銭湯・サウナ/映画鑑賞/読書/カ
フェ巡り/PCゲーム

はじめまして、文通初心者です。Vtuberを見たりASMRを聞いたり、
読書をするのが好きな社会人です。 最近は心が落ち着くので銭湯・
サウナに行くことが新たな趣味に加わりました。 デジタルがあふれ
る日常ですが、文字での暖かな時間、同じ趣味の方と語り合った
り、新しい世界を広げてみたくて登録しました。 どなたも大歓迎
です。どうぞよろしくお願いします。

そらさん
しゃちほこ通り 430番地 2022年9月30日まで

女性
40代

ヨガ、ドライブ、おいしいものを食べるor作る

はじめまして。そらと申します。 日常ではパソコン前でネット関連
の仕事をしているのですが、文字を認める心地よさを思い出し応
募しました。 肩の力を抜いて、日頃の事などお話できればと思っ
ています。
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ヨーコさん
杜の都通り 189番地 2022年9月30日まで

女性
10代

空を見ること,自然に触れること,ドライブ,音楽鑑賞,
読書

普段の生活の中で感じる幸せや、色んな種類の気持ち,悩みなどを、
お手紙を通して共有したいです。皆さんの人生に興味があります。
私が最近感じた幸せのひとつは、夏が当たり前に暑くて、それを
当たり前のように、暑いねと大切に思う人たちと言い合えることで
す:)

りすっこさん
うつくしま通り 135番地 2022年9月30日まで

女性
50代

書くこと、写経やカリグラフィー、シマリスの物語
を書いてます。カフェ巡り温泉

お手紙を書くことが好きです。 シマリスの物語を書いて
います。シマリスを飼って20年ぐらいになります。

みはるさん
お江戸通り 1307番地 2022年9月30日まで

女性
30代

読書（活字、漫画）、ゲーム、インターネット、資格試験
（英語）、美術館・博物館、香水集め

30代前半の会社員です。趣味が近い方も遠い方も、色々なお話が
できればうれしいです。好きな分野のことぜひ教えてください。趣
味について、読書は活字なら近代くらいの小説、随筆随想、科学
読み物系、漫画はサブカルや青年誌系が多いですがなんでも読み
ます。＠がつくアイドル育成ゲームが日課。出不精ですがたまの
一人旅も好きです。

そらーゆさん
古都みやび通り 222番地 2022年12月31日まで

男性
20代

ランニング、サイクリング、旅行、ゲーム、ご
飯(自炊することも含めて)、人間観察

学生です。最近は悩む時間が多く、他の方はどんなことを考え、
意識して日々暮らしているのだろうと思っていたところ、友人から
文通村を紹介されたので始めてみました。好きな食べ物は辛い物。
体を動かすことが好きだけど、家にこもりがちな時も。忙しい時期
もあるので、ご返事が遅くなることもありますが、もしよろしけれ
ば自己紹介を含めて、試しに一通ずつ交わしてみませんか。

ふうこさん
六甲通り 393番地 2022年9月30日まで

女性
50代

料理、読書、映画鑑賞、空を眺める

毎年お伊勢さんに詣ることを楽しみにしています。仕事は調理師、
楽しそうに食事をしている人を見るのが好きです。子どもたちも独
立して自由な時間が増えました。友だちと旅行に行ったり食事した
り楽しい時間が増えたのと同時に自分に向き合う時間も増えました。
穏やかに日々を過ごしています。

たまさん
伊勢通り 108番地 2022年9月30日まで

女性
40代

編み物、筋トレ、映画。本。植物や庭いじり。クライミング。
珈琲。猫好き。年長息子1人。

趣味が合いそうな人やりとりしてみませんか。最初は年齢性別問
わず色々な人とやり取りをしてみたいです。久しぶりの手紙のや
りとりにとてもワクワクしています。ポストを覗くのが楽しみになる
出会いになれば嬉しいです。（女性限定）

むっぴさん
お江戸通り 1308番地 2022年9月30日まで

女性
30代

料理、ゴルフ、文房具集め、ものづくり、読書、一人飲み、
ゲーム実況動画、プロレス、落語

ガラスペンや文房具が好きで、また常日頃、自分の思ったことや
考えたことを言語化することが好きです。 日頃のちょっとしたこと
や、思いついたこと・考えたことを言葉にして、皆さんとやりとり
できれば嬉しいです！ よろしくお願いします。

リルフィーさん
ピーナッツ通り 544番地 2022年9月30日まで

女性
50代

海外ドラマ 、映画鑑賞、読書、歌、

タイムトラベル、明晰夢、プラトン、古代文明、とにかく不思議な
事に興味あります。明晰夢は何度か見ていて、夢日記つけていま
す。読書は主に海外文学、80's少女マンガも好きです。英会話で
きたら教わりたいです。

すももさん
お江戸通り 509番地 2022年12月31日まで

女性
30代

デジタル絵、文通、音楽鑑賞、散歩、お家カフェ、
ナナズ、レタセ集め、読書、サンリオ

こんにちは。初めまして。再入会をしました。メンタル疾患があり
ますが、文通村に入って一人ぼっちじゃないと思うだけで、気持ち
が穏やかになります。最近は読書や散歩を頑張っています。作業
所通所を再開して、少しでも体力を付けたいなと思っています。身
近に起こった出来事や他愛のない話など、なんでも大丈夫です。
気軽にお便り下さい。お手紙お待ちしております( ◠‿◠ )

喜久恵ちゃんさん
もみじ饅頭通り 188番地 2022年9月30日まで

女性
60代

手紙を書く事。映画鑑賞、DAISOに行く事

手紙を書く事。KAT-TUNの亀梨和也さんのファンで
す。DAISOに行ったり映画鑑賞する事かわいいのを探す
のが好きです。よかったら文通お願いします。
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ゆきさん
どさんこ通り 387番地 2022年9月30日まで

女性
20代

ドキュメンタリーを見ること、ソシャゲいくつか

看護師をしています。色々な年齢や職業、価値観の方とゆっくりや
りとりしてみたいと思い登録しました。好きなものは赤毛のアンの
原作小説シリーズ、バンドのQueen、最近は華丸大吉さんにはまっ
ています。ソシャゲはツイステ、リヴリーなど。農家やSEなどのお
仕事にも興味があります。趣味や興味が合う方でも、そうでなく
ても歓迎です！(^^)よろしくお願いします。

ゆーさん
どさんこ通り 388番地 2022年9月30日まで

女性
10代

読書、美味しいものを食べること、日記、自然の音を聴くこと
（鳥の声、葉っぱが揺れる音、、、）

大学生です。 喜多川泰さんの「手紙屋」という小説を読んで、私
も手紙のやりとりをしてみたくなったため、文通村に住むことにし
ました。 最近は将来について不安を感じてしまうことが多いので、
文通を通して日々の些細なことを色んな方とのんびりお話ししてほっ
とできたらいいなぁと考えています。よろしくお願いします。

にゃんこ先生さん
日向の国通り 49番地 2022年9月30日まで

女性
40代

ピアノ、ボールペンのイラスト、食べ歩き

はじめまして。ネットで文通村を知りました。40代女性、独身で
す。バツ1です。前に婚活で文通をしてましたが、失恋してしまい
ました。今度は恋愛ぬきの文通がしたいです。日常のこと、趣味
のことを手紙にしたいです。楽しい文通がしたいです。宜しくお願
いします。


