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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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ぷくぷくさん
しゃちほこ通り 238番地 2023年2月28日まで

女性
30代

多肉植物が好きです。レター等の収集、ガラスペ
ン初心者、インク沼　

子供が2人いるので、子供の話がOKだと嬉しいです！
最近はガラスペンにハマっています( ꈍᴗꈍ) 百均のレター
セットも使います。

伊藤はじめさん
しゃちほこ通り 265番地 2022年11月30日まで

女性
20代

オンラインゲーム（FF14）

友人と文通している間に、文字を書くのが楽しくなり、
もっと多くの人と話したくなって登録しました。オンライ
ンゲームなどが趣味です。

ひまわりさん
きびだんご通り 83番地 2022年11月30日まで

女性
40代

読書、ジャニーズ（ジャニーズWEST･SnowMan）、サブス
ク動画鑑賞、愛犬と戯れる

再び文通村に戻ってきました。 愛犬１匹+家族と暮らしています。
仕事で外に出る事が多いので、休みの日は家での時間を楽しんで
います。子供も手が離れてきたので今まで以上に自分の時間を大
切に、趣味にとらわれずたくさんの方と文通で交流出来たら嬉しい
です。よろしくお願いします。

yaiさん
ちゅら海通り 56番地 2022年11月30日まで

女性
40代

海外ドラマ(アメリカ)料理、美味しいもの探し、ド
ライブなど

初めまして！Yaiと申します。趣味は海外ドラマ鑑賞、料理など。
最近は集めたレシピをお気に入りのノートに書き写してレシピ集を
作る事にハマっています。こんな私ですが仲良くして下さる方を募
集しています！宜しくお願いします(^^)末永く続けていけるような
文通相手に巡り会えたらいいな(^^)

さくりのんさん
ピーナッツ通り 444番地 2023年8月31日まで

女性
30代

アニメ、ジャニーズ、ドラマ、カラオケ、カフェ巡
り、YouTube、Hulu、等

はじめまして、さくりのんといいます！ まったりゆるーくお話出来
る文友さんが欲しくて再開しました(*^^*) 沢山の文友さんとお話出
来ること、楽しみにしてます！よろしくお願いします(⋆ᵕᴗᵕ⋆).+*ﾍﾟ
ｺ

エッグタルトさん
越中通り 64番地 2023年2月28日まで

男性
40代

システマ（ロシア武術）、ニコ生、古代中国の古
典、FX、大河ドラマ、恋愛話

分析が得意、話好きです。 文通を始めたいと思ったの
は情緒を乗せて自分の意思を伝える事が上手くなればと
思ったからです。日常の事、気が付いた事でもお話でき
れば幸いです。

ひろひろさん
ピーナッツ通り 519番地 2022年11月30日まで

女性
30代

ゲーム、音楽鑑賞、読書、映画鑑賞、テレビ、ネッ
トフリックス、ライン、文通など

３児のママです。 精神疾患があります。 宇多田ヒカル、
星野源が好きです。 書き物が好きです。 よろしくお願
いします。

せんらさん
どさんこ通り 390番地 2022年11月30日まで

女性
30代

漫画、アニメ、文通、ドラマ、映画、アプリゲー
ム、ワンコ鑑賞など

一応専業主婦です。 MIB、相棒、火サス、赤い霊柩車、古畑任三
郎、FGO、ワンコ鑑賞が大好きです。 漫画やアニメはギャグ(恋愛
要素あり)、オカルト、冒険、転生もの昔のドラえもんとクレヨン
しんちゃんについて語れたら嬉しいです。 事情で茶封筒使用しま
す。
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しおきむちさん
ピーナッツ通り 552番地 2022年11月30日まで

女性
30代

読書、料理、コーヒー、紅茶、ハーブティー、カフェ巡り、
丁寧な暮らし、スヌーピー 、旅行、

日々の何気ない幸せや楽しみを見つけるのが好きです。穏やかで
楽しい生活を目標にしています！ 旅行は初心者で、漫画は宇宙兄
弟が大好きです。 今はカフェで読書したり勉強したりにハマってい
ます＊美味しいコーヒーの喫茶店も探しています。 性別年齢関係
なく文通を通して、日々の楽しみを共有できたらなと思います。 よ
ろしくお願いします。

マカロンさん
どんたく通り 319番地 2022年11月30日まで

女性
20代

読書、ジョギング、料理、雑貨屋さん巡り、音楽
観賞

はじめまして。手紙を読むことも、書くことも好きで、入会しまし
た。 今ハマっていることは、youtubeでフランスの雑貨屋さんや風
景を見ることです。 手紙を通して、色んな方とお互いの好きなこ
とや、日常の出来事をお話できたら楽しそうだなと思います。初
心者ですがよろしくお願いします。

水飴さん
お江戸通り 1328番地 2023年2月28日まで

女性
20代

猫 歌唱 読書 料理 珈琲 映画鑑賞 音楽鑑賞 観葉植
物

初めまして 水飴と申します 昔は雑誌の後ろに文通コーナーありま
したよね 懐かしい！ 不便なものやことに改めて惹かれる最近です。
趣味は話の入口に過ぎず、それ以外の話題でも皆さんの事教えて
下さい こちとら多趣味というよりかは広く浅く関心ありますので、
色々なお話をしたいです。日常の中のしょうもないこと、お話しま
しょう よろしくお願いします。

ゆーしーさん
ピーナッツ通り 553番地 2022年11月30日まで

女性
30代

読書、猫、サッカー観戦、睡眠、映画鑑賞、美味
しいもの、漫画喫茶、アニメ

初めまして。30代半ばの会社員です。 新しい趣味が欲しいと思っ
たことと、気軽に話せる友人も年を重ねるごとに減ってきてしまい、
日常や趣味のことなどなんでもお話しできる同性のお友達が欲し
いなあと思い、文通村を始めてみました。 無理しないペースでや
りとりできる同年代女性の方、初心者な私ですがよろしくお願いし
ます。

白木蓮さん
相模ハマっ子通り 671番地 2022年11月30日まで

女性
40代

読書、料理、クラシック音楽鑑賞、アート鑑賞、数
独

海の近くに住んでいます。仕事は編集者、Webサイト運営など。
日々忙しくバタバタしていますが、夜、ミステリ（クリスティほか）
を読むこと、仕事の節目に美術館に行くことが何よりの楽しみです。
文章を書くのが好きで、万年筆や文房具にはまっています。よろし
くお願いします。

はまっこさん
相模ハマっ子通り 672番地 2022年11月30日まで

男性
40代

野球、読書、お散歩、温泉、ボウリング、カラオ
ケ、競馬、山梨旅行、ブログ

最近になって、字を書く機会が減り、機械的なコミュニケーション
だけの希薄さを痛感しています。 文字だからこそ伝わる人間味、
温かさを、こういう時代だからこそ、再度味わいたいです。 手紙
や葉書を楽しく書いていた頃を、思い出しながら、ほっこり出来た
ら嬉しいです。 宜しくお願いします☆

ミフノヒーさん
相模ハマっ子通り 673番地 2022年11月30日まで

男性
30代

晩酌、絵、写真、辛い食べ物、卵、野球、ｶﾀﾂﾑ
ﾘ、YouTube、裁縫、ぬか漬け、植物、猫

妻が村で楽しそうにしているのをみて、あとを追うように入村いた
しました。村一番の字がお粗末者だと思われますがなるべく丁寧に
執筆いたしますので、ご愛嬌頂きましたら嬉しいです。最近はい
も焼酎をチビチビとやっております。絵はあまり詳しくないですが、
古典画家から現代イラストレーターまで興味があります。教えて頂
けたら嬉しいです。

ろきさん
彩の国通り 577番地 2022年11月30日まで

女性
20代

読書、アニメやジャニーズなどのオタク活動、漫画、
小説書き

はじめまして。ろきです。 趣味は読書や、漫画など読み物が好き
です。 最近は、ちょっとした空想(小説みたいなの)書くのにはまっ
てます。 友達と文通してるのがきっかけで、色んな人と文通した
いなと思ったのがきっかけです！ 仲良くしてくださると嬉しいです！

ボラギノール菊池さん
なにわ通り 602番地 2023年2月28日まで

男性
20代

旅行・映画(洋画が多い)・啓発本を読む・景色を眺める・美術
館巡り・ホテル巡り・マッサージ

デザインの仕事をしております。最近やりたい事リスト
を作りまして、文通はそのうちの一つです。これを機に
ペン字も始めようと思っていますので私の字の変化もお
楽しみください。

みささん
お江戸通り 1330番地 2023年2月28日まで

女性
30代

育児(3歳1歳の兄妹)、猫(飼ってます)、懐メロ、漫画(昔の
有名なもの等)、絵本、ジブリ

はじめまして。子育ての合間にほっこりした時間が欲しくて、登録
しました。初心者のため何か失礼があるかもしれませんが、優しく
教えてくださると幸いです。相手からの量を気にせず、お互い書き
たいことを書きたいだけ、年齢性別・頻度と形式もこだわりません。
日々の小さな発見や感動等をお話しして、お友だちのようになれ
たらと思います♪よろしくお願いします！
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こなみさん
ピーナッツ通り 554番地 2023年2月28日まで

女性
30代

紙もの・シール集め、簡単な手芸、ジブリ、細田守
監督映画、スヌーピー 、甘いもの

育児真っ只中(３歳娘、０歳息子)、合間に何か癒されるものが欲
しいなぁと考えていたら、昔友人としていた文通を思い出しました。
また、無駄に集めてしまっているレターセットなど使いたい思いも
あって入村しました♪ 楽しい話や他愛もない話をしていけたらなと
思います。よろしくお願いいたします。

ぱんだねさん
うつくしま通り 137番地 2022年11月30日まで

女性
20代

旅行、カフェ巡り、写真、読書、ジブリ、アニ
メ、YouTube、ハンドメイド

はじめまして。文通初心者です。 職場と家の往復する
毎日にすこし彩りを与えられたらと思い、入会しました。
年齢性別関係なく、色んな方と繋がれたら嬉しいです。

うたこさん
六甲通り 398番地 2022年11月30日まで

女性
40代

ヨガ、山登り(初心者)、映画、読書、韓ド
ラ、KPOP、写経、散歩、スパイスカレー

中学生の頃に夢中になっていた文通を思い出し、ここにたどり着き
ました。 丁寧な暮らしにあこがれつつも、家事が苦手で映えには
遠い子なし主婦です。 在宅勤務ですっかり衰えた体力を復活させ
るためにヨガと山登りを始めました。が、コロナ感染して体力がふ
りだしに戻ったので、またぼちぼちがんばるところです。 年代問
わず、心の交流ができることを楽しみにしています♪

よるさん
お江戸通り 1331番地 2022年11月30日まで

男性
20代

読書，散歩，チェス，ポーカー，勉強一般，ポッド
キャスト

みなさま，はじめまして．よると申します．ふたりの猫と暮らす大
学院の博士課程学生です．ヴィーガンです．難しい話題も，小学
生レベルのくだらない話題も大好きです（くだらないというのは小
学生には悪いかもしれませんが）．英仏独語での文通も可能です．
友達はひとりもいませんが，そこまで悪い人でもないという説があ
ります．どうか…！

ともさん
お江戸通り 1332番地 2022年11月30日まで

女性
20代

美術鑑賞、お絵描き、音楽、映画、散歩、ぼーっ
とすること

はじめまして。 在宅勤務で引きこもって生活している社会人です。
休日によく美術館に行くので、そこで購入したポストカードを送る
相手がいたらいいなと思い登録しました。 送られてもいいよ！とい
う方がいらっしゃいましたら、是非お願いします！ お互い無理なく、
のんびりやりとりできたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

しげさんさん
ピーナッツ通り 555番地 2022年11月30日まで

男性
50代

バレットジャーナル、物々交換、ハガキ書き

社会人になって30年になりました。普段はIT関連でフルリモートの
仕事をしています。 メインは、エンジニアのマネジメントです。
以前はWeb系のエンジニアをしていました。 仕事で、お礼ハガキ
を書くことが多いのですが、本格的に文通してみたくなりました。
よろしくお願いします。

ゆなぴょんさん
紀州通り 2番地 2022年11月30日まで

女性
30代

関西ジャニーズJr、文通、LIVE、シンプル系、和
柄、L'OCCITANE

SNSに疲れ、時間に余裕が出来たので再開する事にしま
した。 色んな人と知り合えたら良いと考えていますので
よろしくお願いします。

りんご節さん
相模ハマっ子通り 675番地 2022年11月30日まで

女性
50代

読書、三味線、民謡、ランニング、水泳、手芸

日々の出来事などをのんびりと、茶のみ友達のように交換できた
らいいなと思います。ずっとスポーツをしてきましたが、老後の楽
しみになればと思い三味線を始めました。子供なしの夫婦2人生活
です。 学生時代に文通していましたが、またこんな機会があると
は思いませんでした。

ナッツさん
しゃちほこ通り 436番地 2023年2月28日まで

女性
10代

読書、映画鑑賞、ネイル、塗り絵、ジクソーパズル、シーリ
ングワックス、万年筆インク、メルカリ

はじめまして。 社会から半分ドロップアウトしかけている18歳大学生
(休学中)です。 穏やかな毎日を過ごす中で「今まで興味あったけど
なんとなく出来ていなかったもの」をやってみようと思い立ちこちら
のサイトに辿り着きました。 お手紙頂ける方の年齢性別など拘り
ありません。 ただ、文通は初めてなので雰囲気を掴むために先に
送って下さる方だと嬉しいです。

ミモザさん
もみじ饅頭通り 192番地 2023年2月28日まで

女性
50代

読書　音楽　絵本　美術館巡り　民藝鑑賞　

30年ほど、お母さん　やっています。そんな私がやりたいこと、
それは。47都道府県を訪れることです。文通村を知って、新たに
やってみたいことを見つけました。日本全国各地の人と、手紙を通
じて知り合うこと。あなたが時間を忘れて夢中になることは、どん
なことですか？あなたの心がやわらかくなるのは、どんな時です
か？言葉を文字に置き換えて、お話しませんか。
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清水　境内さん
どさんこ通り 393番地 2022年11月30日まで

男性
20代

映画鑑賞、読書、折り鶴（お菓子の包装など、気
に入った紙で）

社会人として働きつつ、映画や本に触れる毎日を送っています。直
近で心に残った作品たちは『逃げた女』（ホン・サンス）、『風の
歌を聴け』（村上春樹）など。ジャンルに縛りを設けず楽しんでい
ます。 手紙はどのようなものをお送り頂いてもかまいません。私
も特にこだわりなくお送りするつもりでおります。楽しい文通が出
来ますと嬉しい限りです。 よろしくお願い致します。

れみりさん
さがん通り 37番地 2022年11月30日まで

女性
30代

読書、手帳、旅番組を観る、子どもの写真を撮る

Instaで本の感想を投稿しています。手帳に名言、気になった記事
などを集めています。何か新しいことを始めたく、文通村に入村し
ました❤︎将来、子育て（高1、中1、小2）が落ち着いたら一人旅
をしてみたいと思っています。共通点がない方とのやりとりも新鮮
かなと思っています!!共通点があっても、なくてもお友達になりた
いと思っています!よろしくお願いします。

みんみさん
しゃちほこ通り 41番地 2023年8月31日まで

女性
30代

レタセ集め/読書(小説＆事件犯罪系ノンフィクショ
ン)/ハロプロ/You Tube

文通することでストレス発散できるタイプです。レタセはいろんな
メーカーのを集めて比較したりするレタセオタク。＋ざらざらつる
つるの紙質に興奮する紙好き。図書館で時間を潰すのが得意。ハ
ロプロは箱推しです。独自ルールはありませんので同じくルール
のない方とのやりとりを希望します。基本３枚目からは違う便せん
を使います。コロナちょい前から歯列矯正中。矯正中の方も是非。

ゆきさん
ピーナッツ通り 557番地 2022年11月30日まで

女性
30代

スポーツジム、字のトレーニング、生花 登山（始めたばか
りでたまにです）、映画鑑賞

初めまして。仕事柄手書きが多く、少しでも綺麗な字をと練習して
いるうちに、字を書くことの楽しさを感じるようになりました。そ
の日にあった出来事やほっこりする事など、共有できたら嬉しいで
す。 性別、年齢は問いません。やり取りしてフィーリングが合うな
と思えば、続けていただければ幸いです。 よろしくお願い致しま
す。

みつばさん
相模ハマっ子通り 676番地 2023年2月28日まで

女性
30代

料理、手芸、美術館に行く、パン屋・カフェへ行く
こと、保存食づくり

誰かとゆっくり話したいなと思ってこちらに入会しました。 初めて
の文通なのであまりハイペースなやり取りは難しいかもしれません。
現在1才児の育児をしながら仕事をしています。 楽しいお話ができ
ると良いなと思っています。

こさかさん
しゃちほこ通り 438番地 2023年2月28日まで

男性
30代

カメラ、小型バイク、昆虫採集、ゲーム

31歳の会社員です。ソフトウェアの仕事をしています。 いわゆ
る30代の壁とやらなのか、毎日が孤独で退屈で何か新しい刺激が
ないとおかしくなりそうなので、全く経験のない文通をやろうと思
いました。 仕事柄、パソコン相手の慌ただしい毎日なので、もっ
とゆったりとした時間軸で人と交流したいという思いもあります。
良ければ相手してやってください。

ゆきさん
六甲通り 401番地 2022年11月30日まで

女性
20代

読書（ミステリが特に好きです）、映画鑑賞、紅
茶、散歩

社会科学系の大学院生です。休日は本を読んだりお茶を飲んだり、
自宅でのんびり過ごすのが好きです。最近は19世紀末以降のイギ
リスに興味があり、いろいろと調べ物をしたりもします。日々の
ちょっとしたことなどをお手紙に書いてやりとりできるとうれしいで
す。どうぞよろしくお願いします。

さっさまさん
お江戸通り 1333番地 2022年11月30日まで

男性
50代

ピアノの練習、山歩いたりキャンプしたり、銭湯巡ってビー
ル飲んだり、料理作ったり食べたり

間もなく定年です。仕事中心の人生という訳ではありませんが、
振り返ってみると何かしら思うところがあります。 ピアノは数年前
から始めた初心者です。自分の手がこれほど自由に動かせないと
は… 最近は五十肩に悩まされています。そのほかにも病院通いが
増えてきました。 今まで触れることのなかった事との出会いを期待
しつつ、ゆるゆると気長に楽しめたら良いですね。

あたさん
日向の国通り 50番地 2022年11月30日まで

女性
30代

アニメ鑑賞、ハンドメイド、セルフジェルネイル、
文房具集め、ミッフィー、スヌーピー

6歳の娘と4ヶ月の息子の母です。携帯での連絡ばかりになってし
まった今だからこそ、見知らぬ方とお手紙で繋がることが出来れば
楽しいだろうと思い登録しました♡ ゲーム(あんスタ、刀剣乱舞等)
や、子育ての事等、お話の内容は問いません︎︎⍤⃝！よろしくお
願いします︎︎ ⠉̮⃝︎︎*

はせたさん
お江戸通り 1334番地 2022年11月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、語学、洋楽、楽器演奏、カフェ巡り、旅行、読書
（たくさんは読めてませんが）、手帳

昔から文房具やシールを買いためる割に、使わずじまいでした。
手紙を通して、いろんな方とお話ししたいです。出かけるのが好
きなので、時間があればカフェや気になる場所に出向いています。
どなたでもお気軽に、日常のことや、おすすめなことなど、のん
びり楽しくやりとりできれば嬉しいです♪
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373さん
お江戸通り 1335番地 2022年11月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、アイドル鑑賞(2次元3次元男女問
わず)、美術鑑賞、ゲーム

社会人として過ごす日々に少しでも変化を、と思い入村致しました
文通初心者になります。好きなものは金曜日の夜と土曜日、最近
はカット売りのスイカに心奪われております(遅れて夏です)。こだ
わり等無くゆるりとした時間をご一緒できたらと思います、良けれ
ばお相手してやってくださいませ。よろしくお願いいたします☺︎

季慧さん
しゃちほこ通り 439番地 2022年11月30日まで

女性
20代

旅行、ゲーム、読書、カラオケ、化粧、ショッピン
グ

赤色のアイシャドウがお気に入りです。最近、万年筆と
筆ペンを購入しました。瓦そばは世界で一番美味しいと
思います。

ゆきさん
お江戸通り 1336番地 2022年11月30日まで

男性
40代

喫茶店、楽器店巡り、読書、ピアノ、ねこ観察

言葉を綴ることが好きなので、始めてみました。 ギター
を弾いています。時々講師もやったりします。 感覚を音
に変えることが愉しいです。 色々な話ができたらいいで
すね。

しんさん
上州三山通り 117番地 2022年11月30日まで

男性
20代

読書、トレーニング、熱帯魚、甘いもの

読書したり魚を眺めたりジムに行ったりしながらのらりく
らりと過ごしてます。 今更、Netflixの便利さに気付いて
映画を観漁り始めました。 小説はミステリーとノンフィ
クションが好きです。

みちくささん
六甲通り 402番地 2022年11月30日まで

女性
50代

街歩き

高校生の時文通していた時期があり、またやってみよう
かなと思いました。 少しくよくよするタイプですが、よ
ろしくお願いします。

こころさん
なにわ通り 603番地 2022年11月30日まで

女性
40代

映画・音楽鑑賞、旅行、温泉、自然・動物好き、ア
ウトドア、ドライブ、買い物

会社員、事務職をしている、バツイチ子持ちです。 昔
懐かしく、久々に文通をしたくなりました。 宜しくお願い
します。

マコトさん
しゃちほこ通り 335番地 2022年11月30日まで

男性
20代

読書（マンガ、小説）、料理

こんにちは。はじめまして。以前から、「手紙のやりとりって楽し
そうだな」と思っていました。文通村を見つけた時は、コレだと思
い、さっそく入会しました。いろんな方とやりとりできたら嬉しい
です。よろしくお願いします。

リラさん
お江戸通り 392番地 2023年2月28日まで

女性
40代

ネコ、リラックマ、トイレ掃除、カフェ巡り、神社、シール、
レターセット、文具集め、観葉植物を育てる、健康食、執筆

はじめまして☆小さい頃から書くことが大好きで手紙のやりとりを
した思い出があり、文通村に入りました。沢山の観葉植物に囲ま
れて日々癒されています。リラックマ歴もあっという間に17年目。
あのダルイ感じがたまりません♡トイレの神様うすさま明王様を大
切にしています。最近太極拳も始めました。とってもマイペースな
明るい人です。いろんな人とやりとり出来たら嬉しいです。よろし
くお願いします。

ディックさん
なにわ通り 378番地 2022年11月30日まで

男性
60代

ギター演奏、映画、実話怪談収集

はじめまして。手書きの手紙書かなくなりほぼ15年になります。
最近手書きの手紙が恋しくなりました。性別年齢特に問いませんが、
できれば同じ関西圏の40～50までの女性の方を希望します。いろ
んな話ができればいいなと思います よろしくお願いします。


