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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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ぬるさん
なにわ通り 78番地 2023年2月15日まで

女性
30代

ぬいぐるみ、ミッフィー、うさぎ、紙モノ、ちいか
わ、ASMR、コスメ、ミニチュア、国内旅行

こんにちは、またまたこちらに戻ってきました！可愛いものに目が
なく、特にうさぎ、ぬいぐるみ、紙モノ雑貨を愛しております。新
しいことに挑戦するのも大好きで、今はボーカルレッスンと英会話
が気になり中…。趣味が合いそうな方、そうでない方ともいろい
ろお話ししたいと思っております。よろしくお願いします(*´꒳`*)

涼恵さん
しゃちほこ通り 95番地 2023年2月15日まで

女性
40代

家庭菜園、文通、ゲーム、懸賞応募、旅行

久々に文通村に戻ってきました。4人子供がおります。
子育ての合間にまたたくさんの方とお話がしたいです。
お互いのペースでやりとりができたらと思います。宜し
くお願い致します。

みぅみぅさん
お江戸通り 875番地 2023年2月15日まで

女性
30代

語学、読書、映画・アニメ・海外ドラマ鑑賞、レターセット集
め、ピアノ、カフェ巡り、漫画を読む

再入村しました。文通は高校生の頃からしていて、誰かと思いを綴っ
た手紙を交換するということにすっかりはまってしまい、今に至り
ます。日常のたわいもない話から、深い話まで、いろいろできた
らと思っています。よろしくお願いします。

ケトル置きさん
平城京通り 83番地 2023年2月15日まで

男性
20代

読書(小説)

SNSより手紙が好きです。手書きの文字から相手を想像したり、
推敲に時間をかけたり、送ってもすぐには返事が帰ってこないあの
感じがワクワクします！ 老若男女問わず、皆さんとやり取りできる
のを楽しみにしています。(中々時間が取れず気づいたら更新期限
も過ぎてしまったのですが、余裕ができて再び始めました。以前
送っていただいていた方、お返事遅くてすみませんorz)

ブラッキーさん
古都みやび通り 22番地 2022年11月15日まで

女性
30代

手芸（編み物やビーズなど）、アニメ、猫と遊ぶ、
ゲーム

小学5年生と暮らすシングルマザーです。他にも生き物
が好きで、猫5匹・ハムスター・ウーパールーパー・金魚・
亀もいます。手先が器用な方で手芸が好きです。よろし
くお願いします。

チャカさん
どんたく通り 315番地 2023年2月15日まで

女性
40代

ミスチル カフェ 神社 お寺 珈琲 チャイ ワイン 地ビール スイー
ツ パン マラソン大会

あまり筆マメではないのと、介護の関係でお手紙が難しい時があ
ります。ゆるりと私の知らない世界、好きなこと、いろいろとお話
しできるとうれしいです。趣味の欄にいろいろ書いてますが、浅く
て広くて大雑把ですのでご期待に添えないかもしれませんが、文
通を楽しみにしています。ポストカードで出すこともあります。ど
うぞよろしくお願いします！

まるかさん
六甲通り 397番地 2022年11月15日まで

女性
30代

読書、料理、お菓子作り、本屋巡り、カフェ巡り
紅茶、ハーブティー。

メールやSNSが普及する世の中。 手紙を書いてやり取
りがしてみたいと思い まずは、お試しコースから。 読書
やお菓子、紅茶やハーブティー 趣味のやり取りをしてみ
たいです。 　

あるみなさん
お江戸通り 1319番地 2023年2月15日まで

女性
30代

読書(小説、漫画)、アニメ、旅行、お菓子作り

はじめまして。年中の娘とひとまわり年上の夫と3人暮らしです。
職場と自宅を往復する日々ですが、ふと文通をしたくなり登録させ
ていただきました。最近はジョジョにハマっていますが、漫画、ア
ニメ全般大好きです。年齢性別問わず、色んな方とまったりやり
取りできればと思っています。よろしくお願いします。
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ポコポコさん
しゃちほこ通り 433番地 2022年11月15日まで

女性
50代

読書、THE ALFEE、絵本、文房具、新幹線、空を
見ること。

THE ALFEEが大好きな50代です。 読書が好きで好きな作家さんを
続けて読むクセがあります。読み聞かせボランティアをしていたの
で、絵本も大好きです。 文房具好きなので、素敵な便箋をみつけ
るとついつい買ってしまいます。 手紙を書くのが好きなのですが、
最近は書く機会が減って淋しいな～と思っていたときにここを知り
ました。 よろしくお願いいたします。

ゆんさん
お江戸通り 1321番地 2022年11月15日まで

女性
20代

読書、旅行、神社仏閣・美術館・建築巡り、紅茶、ゲーム、
インク集め、クラシック音楽、編み物

はじめまして。昔から文通が好きで、インクもレターセットも使い
切れず勿体ないと、思いきって入村しました。色々なことに興味が
あり、多趣味です。大学では哲学を学びました(笑)着物を着たいと
秋より着付教室に通い始めます。年齢・性別どなたでも。一筆箋
や絵葉書も歓迎です。お互い無理せずマイペースに、何気ない日
常をやりとりできると嬉しいです。よろしくお願いします。

ひかげさん
お江戸通り 1322番地 2022年11月15日まで

女性
20代

お話を書くこと、のんびりすること、TRPG、ミッ
フィー

文章を書くことが好きです。社会人一年目で、最近一人暮らしをは
じめました。のんびり真面目につつましく、だけどなるたけ楽しく
暮らしたいです。最近楽しかったことは、一人でたくさんホットケー
キを焼いたことです。文通が生活におけるひとつの楽しみになれ
ばと思っています。性別年代問わず、さまざまな方と交流してみた
いです。よろしくお願いします。

いっちゃんさん
お江戸通り 1323番地 2022年11月15日まで

女性
20代

ジャニーズ（SnowMan,Aぇ!group）、観劇、散歩、珈琲、
読書、食べること

はじめまして。 様々な方と交流がしたくて登録しました。社会人5
年目、和歌山県の出身です。 ジャニーズ全般大好きですが、特に
推しは宮舘涼太くんです。 休みの日はふらふらと散歩して、コーヒー
を飲んでいます。 それぞれのペースで文通ができればと思ってい
ます。よろしくお願いします。

あいさん
お江戸通り 290番地 2023年8月15日まで

女性
40代

ファッション、コスメ、お酒、読書、筋トレ、ランニング、
占い、レトロ、純喫茶、サンリオ

40歳を迎え、こちらには3度目の出戻りです。 以前ご縁のあった方、
新しく出会う皆様も宜しくお願い致します。 占いには仕事で携わる
機会があり、主にタロットカードが好きです。 パターンアートで絵
を描くことも日々の楽しみ。 ポストカードも嬉しいですし、何気な
い日常を交換し合えれば良いなと思っております。

かりそさん
相模ハマっ子通り 669番地 2022年11月15日まで

女性
20代

劇団四季 ハロプロ 海外 ゲーム 読書 山登り ラジオ

返事のない手紙(ファンレター等)を書くことが多く、レスポンスが欲
しくなっていたところ、こちらを見つけました！海外は今まで10カ
国程行きました、非日常を味わえて最高でした！劇団四季とハロ
プロに、たくさん元気をもらっています(^ ^)ここでしか出会えない
皆さんと文通ができることを楽しみにしています。日々の出来事や
好きなこと、いろいろお話しできたら嬉しいです！

ぽんたろうさん
お江戸通り 1325番地 2022年11月15日まで

女性
20代

映画鑑賞 吹奏楽 ファッション コーヒー 自然 インテ
リア 　

はじめまして、ぽんたろうです。 最近読んだ小説や映画の影響で
知らない方と手紙で繋がれたらいいな、と思っていたら、文通村に
辿り着きました。 今まで自分と同じような趣味、似たような価値
観の人と共に時間を過ごすことが多かったので、いろいろな人とや
り取りができたら嬉しいです！ どんなお手紙が届くのか楽しみにし
ています！

月子さん
どんたく通り 316番地 2022年11月15日まで

女性
20代

坂元裕二さんのドラマ鑑賞、猫、美容、散歩、文
房具、インテリア

高卒で公務員になって7年目になり、職場の人や、夫や、
猫以外とお話ししたくなって始めました。同世代の方は
もちろん、色んな方とやりとりしてみたいです。

イトスギさん
六甲通り 189番地 2023年2月15日まで

女性
40代

読書、室内運動、文通、語学(英語、中国語)

この度再度、入会させて頂きます。ふつつか者ですが、どうぞよ
ろしくお願い致します。 植物、特に花が好きです。 レベッカ、バー
ビーボーイズ、渡辺美里等の昔の音楽を、最近よく聴きます。 あ
と漫画『推しが辞めた』、古典『閑吟集 宗安小歌集』をよく読んで
おります。 好きな物/事、日常、恋や愛等についてお話させて頂
けましたら、大変幸甚に存じます。

いつみさん
信濃通り 146番地 2022年11月15日まで

女性
30代

漫画、アニメ、声優、ホラー(怪談朗読、実話怪談、妖怪)、
読書、映画鑑賞、御朱印集め

はじめまして、いつみと申します。 素敵な万年筆のセットを買った
ので、文通を再開したいと思い「文通村」に登録しました。 ３年間
プライベートでは県外に出ておりません。色々な県の方と文通が
できたら嬉しいです。 ・オタク(絵も描きます)※腐女子 ・日常のお
話したいです ・怪談好き(朗読、書籍) ・読書はカフェでする派
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むすぶさん
お江戸通り 1326番地 2023年2月15日まで

女性
30代

散歩、水族館、お絵描き、AmazonPrimeVideo

文字を書くこと、絵を描くこと、散歩をすること、水族館でぼーっと
魚を眺めること、人のお話を聞くこと、のんびりすることが好きで
す。 趣味のお話、日々の出来事のお話などをお互い気軽な感覚で
文通できればと思います。よろしくお願いいたします～

みかづきさん
お江戸通り 1327番地 2023年2月15日まで

女性
30代

刀、日本史、読書、神社、文香、ガジュマル、珈
琲派

こんにちは、みかづきと申します。 新陰流居合道と言う武道の有
段者で、刀が使えます。興味を持ってくれる事がとても嬉しいので、
気軽に一筆下さい。 美味しいカヌレを探しています。自分が手に
取らない小説も開拓したいです。お勧めを教えて下さい。都会の
隙間より、お便りお返し致します。

ようすけさん
信濃通り 147番地 2023年2月15日まで

男性
20代

ゲーム、アニメ、映画鑑賞、カフェ巡り

世代問わず、好きなことに夢中になれる、そんな人と文
通してみたいです。よろしくお願いします。

まりこさん
どんたく通り 317番地 2022年11月15日まで

女性
20代

読書　おしゃれ　メイク　ファッション　文章を書く
こと、占い

文章を書くことが好きな20代の女です。おしゃれも大好
きです。最近は日記を書くことが日課です。あんまり慣
れてませんが…よかったらよろしくお願いします♡

みいさん
古都みやび通り 225番地 2022年11月15日まで

女性
30代

レタセ集め コスメ 料理 温泉 キャンプ 旅行 お花 食べる事 飛
行機 ねこ ミッフィー

初めまして。最近は行けてませんが色んな所に行って探検してみ
たり、外に出ないで猫とまったりおうち時間を楽しんだり...多趣味
かと思います。色んな事に興味があるので様々な年代の方と交流
出来る事を楽しみにしています！何かと拙い所があるとは思います
がよろしくお願いします。

ななせさん
上州三山通り 116番地 2023年2月15日まで

女性
30代

アニメ、ソシャゲ、カフェ、デグーと戯れる

婚活中の30代です。アニメはスパイファミリーにハマっていました。
ソシャゲは魔法使いと黒猫のウィズ、ツイステをやっています。趣
味の話でもいいですし、日常のことなどやり取りできたらなと思い
ます。よろしくお願いします！

サクさん
常陸の国通り 190番地 2023年2月15日まで

女性
20代

喫茶店めぐり、珈琲、猫と遊ぶ、読書、神社、音
楽鑑賞

学生のころ、よく友人と手紙のやりとりをしていました。
大人になってからまた文通のやりとりをしたいと思い、
入村しました。 性別・年齢問いません。よろしくお願い
します。

柚季さん
きびだんご通り 129番地 2023年2月15日まで

女性
50代

洋画鑑賞、中国時代劇ドラマ鑑賞、観光列車、フィ
ギュアスケート（羽生結弦選手）

はじめまして。ネットでの洋画や中国ドラマの鑑賞にハマっていま
す。綺麗で窓の大きな観光列車から流れる風景を見るのが大好き。
このほどプロアスリートに転向した羽生結弦選手を応援しています。
よろしくお願いいたします。

メチルエチルさん
どさんこ通り 391番地 2023年2月15日まで

女性
40代

THE ALFEE　聖飢魔Ⅱ　LUNA　SEA　旅行　一人飲み　ビー
ル　ワイン　日本酒

はじめまして。手紙を書くのが好きで入会しました。旅行やライブ
遠征が好きで、47都道府県全制覇しています。毎月飛行機で一人
旅しています。最近は仙台に食べ歩きに行くのがマイブームです。
皆さんのお住いのグルメや地ビール・日本酒の情報を教えて欲し
いです。結構、多趣味なのでどんな方からお手紙をいただくか楽
しみにしています。素敵なご縁があることを願っております。

まなまなさん
きびだんご通り 130番地 2022年11月15日まで

女性
20代

工作、キャンプ、登山、読書

はじめまして。物を作ったり、本を読んだり、自然と触
れ合ったりするのが大好きです。同じような趣味を持っ
ている方、それ以外の方も手紙を通じて色んな人と文通
がしたいです。よろしくお願いします。
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かなさん
しゃちほこ通り 434番地 2022年11月15日まで

女性
40代

猫、コラージュ、Netflix、アニメ、マンガ、ミシン、
模写、読書、本屋、文房具

初めまして。40代の会社員です。家族と猫4匹と暮らしています。
近頃は紙もの、コラージュを楽しくやっています。本屋や文房具も
好きです。アニメやマンガも昔から好きで少年誌もよく読みます。
年齢性別は問いませんし特にNGな話題はありません。どうぞよろ
しくお願いします。

りこさん
杜の都通り 193番地 2022年11月15日まで

女性
20代

読書、アニメ鑑賞、旅行

小学校、中学校の頃文通をしていました。なんとなく懐
かしく思うことがあり、誰かと文通出来る取り組みはな
いかと探していたところ、この文通村が出てきました。
なんでもない日常をやりとり出来れば嬉しいです。

月子さん
どんたく通り 318番地 2023年2月15日まで

女性
30代

読書(ミステリー多め)、美味しいご飯が出てくる映画、喫茶
店、フィルムカメラ、すみっコぐらし

Wワークのひとり暮らしです。お休みはお出かけしたり、読書や好
きな映画やアニメを観る等、好きなことをしてゆったり過ごしてま
す。男女問いませんが、年齢層の離れた方とお手紙は初めてなの
でお手柔らかにお相手して頂ける方はよろしくお願いします。

きみすけさん
なにわ通り 601番地 2022年11月15日まで

男性
20代

読書、映画・アニメ鑑賞、�旅行、カフェ巡り、バ
スケットボール

現在大学院生で、日々授業や研究、就職活動に取り組んでいます。
読書や映画鑑賞、バスケットボールなどが趣味ですが、新しいこと
に挑戦することも好きです。文通初心者ですが、老若男女問わず
日々の出来事や考え事、なんでも気軽にお話しできたらと思って
います。お手紙大歓迎なので、よろしくお願いします(^^)


