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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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つばきさん
どんたく通り 70番地 2023年1月15日まで

女性
40代

漫画やゲーム、音楽、旅行、勉強、筆記具・文房
具集め、ドライブ等

こんにちは。以前登録していて、お休みしていましたが、4年ぶり
に再開しました。 日常の事など、お話させていただきたいです。
レタせや話題、趣味などは全く問いません。むしろ色々教えていた
だけたら嬉しいです。 ゆっくりペースにはなりますが、それでも宜
しければお手紙お待ちしております。

ゆいさん
彩の国通り 178番地 2023年4月15日まで

女性
40代

手芸（編み物）読書、カフェ巡り、サッカー観戦、
写真

はじめまして。以前文通をしていたのですがまたやってみたいなと
思っています。 カフェごはんの写真などスマホで写真を撮って現像
して保存するのが好きです。カフェで編み物したり、カフェで読書
したりと、カフェ好きでもあります。 サッカー観戦もたまにします
よろしくお願いします。

トンクスさん
めんこい通り 45番地 2023年1月15日まで

女性
20代

カフェ巡り　食べ歩き　温泉　旅行　文房具　100均　サン
リオ　ミッフィ　音楽　読書など

3年ぶりに再開しました。 年齢、性別関係なく色々な方と楽しくお
話しできればと思っています♪ 趣味は他にも岩盤浴、パン屋さん、
ステラおばさんのクッキー、ドライブ、資格取得、料理、プロ野
球など プロ野球はソフトバンク、楽天、日ハムが好きです 最近は
資格取得で勉強も楽しくなってきた&一人カラオケに挑戦したい！
な日々を送っています

まきさん
どさんこ通り 212番地 2023年1月15日まで

女性
40代

YouTube、読書、ゲーム、プロ野球観戦、ペット
（猫）、家計管理

久々の再登録です。YouTubeゲーム実況動画／読書／野球観戦大
好きなインドア派です。猫2匹飼っています。ロングレター読むの
は好きですが書くのは苦手です。短い時があってもお許しください。
婚姻歴なく子供おりませんが、話題にしていただいて大丈夫です。
お話聞くのは好きです。

あいりんさん
もみじ饅頭通り 105番地 2023年1月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、マンガ、コスメ、美容、YouTube、料
理、雑貨巡り、100均巡り

学生の頃、文通してましたが今は落ち着きまた始めたい
と思いここに来ました。 同じような趣味があればたっく
さんお話ししたいですし、趣味被らなくても色々お話し
しましょ✨

みどりさん
桜島通り 68番地 2023年1月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、文具、手帳、カフェ、英語、ミニチュア
シュナウザー、サッカー観戦、サウナ

2021年夏からおやすみしていましたが またお手紙を書くじかんが
できてきたのでゆっくり書いてみたいと思います‧˚₊*̥ 日々の暮らし
の中の小さな幸せや当たり前の毎日を大切にして生きたいと思っ
ています( ˘͈ ᵕ ˘͈ ) 映画を見たり手帳時間、コラージュなどおう
ち時間が好きです✩︎⡱サウナも大好き( *ˊᵕˋ)

やなぎさん
彩の国通り 592番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ゲーム、音楽を聞くこと、空想、無駄な知識を増や
すこと、等

気軽に楽しく文通できたら嬉しいです。 紹介できるよう
なこともございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

りんごゼリーさん
なにわ通り 610番地 2023年4月15日まで

男性
40代

フードデリバリー、野菜栽培、NPO活動、ボランティア、初
心者弓道、初心者オカリナ、その他

こどもの頃、朝日小学生新聞で、文通コーナーを利用し
てたのを思い出し、文通村に登録させて頂きました。 読
める字を書けるよう、頑張ります。 フードデリバリーや、
趣味のほか、何でも語り合いたいです。
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ゆっこりんさん
平城京通り 92番地 2023年1月15日まで

女性
30代

格闘技を見ること、食べること、ウォーキング、手芸
（刺繍、編み物）読書、ゲーム

初めまして。私は精神的な障害を持っているんですが、在宅ワーク
をして生活をしています。 友達が欲しいなって思って文通村に入会
しました。お互いのペースで、 ゆるく、長く続けてくださる方良かっ
たらお願いします。 年齢、男女問いません。 いろいろお話ししま
しょう( *´艸｀)

まゆりさん
お江戸通り 1353番地 2023年4月15日まで

女性
40代

喫茶店巡り、木軸ボールペン収集、インコ、中国茶、魚釣
り、乗馬など（すべてゆるいです）

小2の女の子がいます。今年の4月まで仕事をしていましたが、今
はのんびり税理士試験の勉強などして過ごしています。 子供のこ
ろ大好きだった文通をもう一度始めたく、このたび村民になりまし
た。 日々の他愛ない会話をのんびり文通で交換できたらと思って
います。 趣味の合う方も、そうでないかたも。どうぞよろしくお
願いいたします。

ねぎとろさん
なにわ通り 611番地 2023年4月15日まで

女性
30代

アニメ、漫画、ゲーム、同人活動、映画鑑
賞、YouTube

子供の頃の文通を思い出し、アナログの良さをまた感じたくて文
通村に登録しました。 時間があればモンハンなどゲームをしたり、
映画を見たりします。漫画や小説の同人誌も作っています。映画
はミステリー系が好きなのでおすすめを教えていただけるとうれし
いです。 フリーランスで気ままな独身生活。年齢性別問わず楽し
くお話しできるとうれしいです。よろしくお願いします。

さっちゃんさん
しゃちほこ通り 135番地 2023年1月15日まで

女性
30代

文通、音楽鑑賞、マステ集め、等

以前パステルという名で登録しておりました。 時間が出来たのと、
また手紙を書きたくなったので登録しました。音楽は幅広く聴きま
す！お互いの好きなことをたくさん話して仲良くなれたらいいな、
と思ってます！よろしくお願いします。

ニャロメさん
彩の国通り 593番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ドラマ鑑賞、中国語、お酒、コーヒー、甘いもの、
答えのない悩みに思考を巡らせること

簡単にコミュニケーションが取れるこの時代に、丁寧に手間をかけ
て人と繋がりたいと思い始めました。趣味の話はもちろん、皆さま
が日々感じていること、嬉しかったことなどを色々お話ししたいで
す。 年齢問わず募集しています。よろしくお願いいたします。

みかんさん
かすていら通り 71番地 2023年1月15日まで

女性
20代

読書、文房具、手帳、ラジオ、美味しいもの探し

初めまして、みかんです。手紙を通してゆったりとした時間を共有
出来ればと思い始めました。 小説は特に、ほっこりするものをよく
読みます(敬称略 / 益田ミリ、さくらももこ、凪良ゆう、他) サスペ
ンスミステリーやゾンビ映画も好きです。 よろしくお願いします♩

さくさん
火の国通り 71番地 2023年1月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、漫画、ゲーム(スマホ)、手帳、美
味しいもの

趣味のことや日々の出来事を気軽にお話したいな〜と思い、始め
てみました。のんびり、ゆったり、手紙のやりとりができると嬉し
いです♩時間を見つけて、本や漫画を読んだり、アニメを観たり、
手帳を書いたり、興味のあることをノートにまとめたりするのが好
きです♡小説は、ほっこりするものや、人と人との温かな関係が
描かれているものをよく読みます！よろしくお願いします ❁

つつじさん
お江戸通り 1354番地 2023年1月15日まで

女性
30代

美術鑑賞、お絵描き、謎解きゲーム、trpg

学生時代から交流のあった友人からの連絡が減っていくのを寂しく
思うようになり、話下手でも交友関係を広げたいと思ったのがきっ
かけで始めました。 休日はイラストを描いたり美術館巡りをする
ことが多いです。最近は現代アートの展覧会や謎解きゲームに関
心があります。 手紙を書くことが久しぶりすぎて緊張していますが
気軽に楽しくやり取りできると嬉しいです！

ぽむさん
どんたく通り 327番地 2023年1月15日まで

女性
30代

読書、旅行、映画、ゲーム、YouTuber、ディズニー（元年
パ持）釣り初心者、ﾎﾟｽｸﾛ

神奈川から福岡に引っ越してきて気軽に遊びに行く人もいなく、た
だ仕事するだけの毎日です(笑)文通は小学生の時から誰かしらと交
換してたくらい書くのもレタセ集めも大好きです。猫と暮らしてま
す。デビュー前からのKinKiファンで関ｼﾞｬﾆ∞も好きです。BUMP
やセカオワのLIVE行ったりインドアアウトドアなんでも好きです♩
気軽にお話できる方お待ちしております♡

飛鳥さん
平城京通り 93番地 2023年1月15日まで

女性
20代

詩吟、短歌、散歩

こんにちは。文章を書くことはわりと好きで、宛先のある文章なら
なお素敵だなと思い、入村しました。お返事が遅くなることがある
かもしれませんが、お互い無理なく文通させていただけましたらと
思います。 大学と大学院では文化人類学を専攻していました。詳
しくはありませんが植物が好きです。よろしくお願いいたします。
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むぎこさん
さるぼぼ通り 116番地 2023年1月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、ギター、喫茶店巡り、フィルムカメラ、
線路沿い散歩、ガチャガチャ

ペンで文字を書く感覚が大好きです。世代や性別を問わず色々な
方とあたたかい手紙で交流したいと思い、入村しました。音楽をよ
く聴いていて、羊文学、カネコアヤノ、フジファブリックが特に好
きです。古着やガチャガチャ、文庫本などをつい集めてしまいます。
日々のちょっとした出来事や、くだらないことをお互い共有してい
けたらいいなと思っています。よろしくお願いします。

みかんゼリーさん
紀州通り 44番地 2023年4月15日まで

女性
50代

映画、ドラマ、音楽、レターセット、ポストカード、
シール、切手、アニメ、漫画

はじめまして。 文房具店、本屋さん、図書館に行くのが好きです。
いろいろな方と手紙のやりとりをしてみたいと思いました。お互い
無理せずマイペースでできたらいいなと思います。 既婚者です。
女性の方、どうぞよろしくお願いします。 すてきなご縁があります
ように。

萩さん
どさんこ通り 397番地 2023年1月15日まで

女性
30代

マンガ、アニメ、文通、映画、ドラマ、アプリゲー
ム、落語、ワンコ鑑賞など

初めまして、ワンコ大好きな子供はいない主婦です。こだわりが
ない方とお話がしたいです( o´ｪ｀o) 火サス、相棒、スパイファミ
リー、ケロッピーやミニオンなどが好きです。 条件やこだわりが
ない方、中身重視の方宜しくお願い致します。

るりさん
彩の国通り 594番地 2023年4月15日まで

男性
10代

漫画、映画、テレビゲーム、ドライブ

　普段話すことのない人と話してみたいひよっこの会社員で、文通
初心者です｡なんでもない日をちょこっと共有したいと思っています｡
趣味らしい趣味は無いですが、漫画をよく読みます。絵を描くのも
好きです。 　お相手よろしくお願いします！

HHさん
もみじ饅頭通り 195番地 2023年4月15日まで

女性
30代

野球(カープ、前田智徳、つば九郎)、音楽(ロック、V系(聖
飢魔II、LUNA SEAなど

初めまして。 レターセットを集めるのが好きでお手紙を書くのも好
きなので文通村に入村させていただきました。 趣味が合う方はも
ちろん、性別、年齢問わず色々な方からお手紙をいただけました
ら嬉しいです。 野球、音楽好き(ジャンル問わず聴きますがロック
とフォーク、歌謡曲が特に好き)百均好き、スクラッチアート好き。
漫画「煙と蜜」好き。 宜しくお願い致します。

アマミホシゾラフグさん
うつくしま通り 142番地 2023年1月15日まで

女性
40代

御朱印巡り、猫、映画、音楽、ライブ、動物、LUSH、コス
メ、安室奈美恵、BTS(ジミン)

子なし主婦で夫とふたり暮らしをしています。病気が見付かり、子
は授かりませんでした。ペンネームの「アマミホシゾラフグ」の由
来は、ある日、テレビで海底の砂地に神秘的な模様をつくる姿を
見てとても感動したからです。こんな風に日常からの小さな発見
や、幸せを大切に、日々生きて行こうと思っております。宜しくお
願いします。良いご縁がありますように…

七子さん
お江戸通り 1355番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ひとり旅、ゲーム、読書、散歩、音楽鑑賞、アイ
ドル鑑賞

こんにちは。ささいな折に村の存在を知り、文章は読む
のも書くのも好きだったので登録させて頂きました。と
りとめのないことを無理のない範囲でゆるりとやりとり
できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ありんこさん
相模ハマっ子通り 687番地 2023年1月15日まで

女性
30代

登山、お菓子作り、ごはん屋さん巡り、映画鑑賞（洋画）、
ゲーム（最近はスプラトゥーン）

人と話すのが好きです。最近は登山にハマっていますがインドアに
過ごすのも好きです。好奇心旺盛な性格なので、皆さんの趣味も
是非教えていただけると嬉しいです。 年齢問わず日々感じること
などをお互いに共有できる女性の方と文通したいです。字は下手
ですがお許しください。よろしくお願いします。

ほむら楓さん
相模ハマっ子通り 688番地 2023年1月15日まで

女性
40代

読書(小説、漫画)、音楽鑑賞、アニメ、声優、万年筆、イ
ンク、ゲーム、占い、御朱印、寺社巡り

初めまして。SNSでこちらを知り登録しました。 20代まで文通はし
ていたので懐かしくなり、またどなたかと色々と楽しくやりとりし
たいな、と思っています。かなり多趣味なので、書いていないも
のも色々好きです。あなたの好きなもの、興味があるものも是非、
教えて下さい。お互い世界を広められるような刺激になるご縁が
あると嬉しいです。

星から生まれた子さん
きびだんご通り 133番地 2023年1月15日まで

男性
50代

旅、読書・文筆、ガーデニング、スポーツ観戦、運動
(筋トレ、ストレッチ…)

もう30年ほど前のことですが、淡い思いの文通をしていました。
そのお手紙はいまでもわたしの宝物です。消えることのない筆跡
に当時の瑞々しい思い出や感情が蘇ります。そんなピュアな文通
をまたできたらいいなあと願っています。こんなわたしですが、ど
うぞよろしくお願いいたします。
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コーギーさん
六甲通り 411番地 2023年4月15日まで

男性
40代

旅行、音楽鑑賞、読書、スポーツ観戦、食べ歩き、
将棋、麻雀、料理

はじめまして。初心者ですが、多趣味なので色々な方とお話でき
ればと思います。旅行は国内外問わず行きます。音楽は洋楽やジャ
ズをよく聴きます。スポーツはサッカーや野球を観戦します。食べ
物はラーメン、パン、カレーなどが好きです。趣味だけでなく日
常のことなどお話しできればうれしいです。性別年代問わず、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。

びーこさん
うつくしま通り 143番地 2023年1月15日まで

女性
30代

紙モノ集め、マステ集め、美術館巡り、100均巡り、
リサイクルショップ巡り

趣味は紙モノ集め（レタセ、バラセ、バラメモ、ポストカード全般）
マステ集め、シール集め、カラーペン集めです。ポストカードで
のやり取りもOKです( ´ ▽ ` )美術館巡りや100均巡りも大好きで
す。全国に文友さんが欲しいです。気の合う方、年齢問いません。
お気軽にお手紙ください(。-∀-)

シナの木さん
どさんこ通り 398番地 2023年4月15日まで

女性
30代

ピアノ、フルート、読書、音楽、映画、ガーデニン
グ、家庭菜園

ピアノとフルートが趣味、庭仕事も少しやっています。ゆっくり読
書する時間が欲しい社会人です。忙しい毎日にゆるりとした潤い
が欲しく、知らない方と文通という交流をして色々感じたり学んだ
りしたいと思っています。

しーちゃんさん
お江戸通り 1356番地 2023年1月15日まで

女性
30代

楽器演奏

はじめまして。私は今まで文章力がないことから、手紙を書くこと
に苦手意識がありました。先日後輩からもらった手紙をみて思いが
伝わり、手紙の温かみを知りました。色々な方と手紙を交わしな
がらお話を聞けたらと思います。よろしくお願い致します。

どんぐりさん
越後通り 140番地 2023年4月15日まで

女性
30代

水泳、読書、映画、温泉、おいしいものを食べる、自然散
策、昆虫(すぐ逃がす)、手芸、コーヒー

昔は転校で離れてしまった友達と手紙でやり取りしていましたが、
いつの間にかメール、LINEになってしまい使わないまま引き出しに
残っている便箋や封筒に寂しさを感じていました。仕事が忙しくな
かなか新たな人に出会う機会がないため、同じような趣味を持つ
方とお手紙でやりとりできたらと思い入会してみました。よろしく
お願いします。

ゆもさん
どさんこ通り 399番地 2023年1月15日まで

女性
10代

読書、食べること、日記、散歩、カリンバ、パン
屋、自然、考えること

一人へ向けてお手紙を書くのってなんかいいなぁと思い、
文通村に住んでみることにしました。ゆるく、日々の出
来事を共有し合えたらいいなぁと考えています。よろしく
お願いします。

あやさん
ピーナッツ通り 567番地 2023年1月15日まで

女性
10代

舞台(主に2.5次元)/演劇/アニメ/ディズニー/サンリ
オ/美味しいもの/旅行/

学校での生活に少し疲れてしまい、何か癒しになることはないかと
文通を初めてみることにしました。手紙が好きで話すことも好きな
ので、趣味の話や日常の話などお話したいです。様々な世代の
色々な方とお話して、見聞を広げたいと思っています。至らない点
も多いかと思いますが、お相手して頂けると嬉しいです！

くろえさん
彩の国通り 595番地 2023年1月15日まで

女性
30代

読書、登山、カメラ、サバイバルゲーム、カフェ巡
り、水族館、動物園

色々な趣味を広く浅く楽しんでいます。デジタル化の時
代ですが、手書きの良さも忘れたくないと思い、文通村
に参加しました。毎日のささやかな楽しみや幸せをやり
取りできたら嬉しいです。

ねむさん
なにわ通り 612番地 2023年4月15日まで

女性
20代

紙物、ハンドメイド、レゲエ、映画鑑賞、お絵か
き

はじめましてねむです。 ハンドメイドや、紙ものにハマっ
ています。趣味が近しい方と楽しく文通してみたいです。
あまり長い文章を書くのが得意ではないのですがもしよ
ろしければ仲良くしてください♪

あさめしさん
彩の国通り 596番地 2023年4月15日まで

男性
60代

読書、youtube、ゲーム、音楽鑑賞、映画鑑賞

文通初心者です。また現在病気療養中なのでほとんど
家に居ます。それで新しい事へのチャレンジもかねて文
通をしてみようかと思いました。今、ネットゲーム（ドラ
クエ１０）にはまっています。
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梅花さん
古都みやび通り 228番地 2023年1月15日まで

女性
40代

手芸 イラスト お菓子作り 映画

直筆のお手紙のあたたかさや貴重さに感動していて、お手紙を書
くのももらうのも大好きです。 ⭐️簡単な自己紹介 女性 44さい 未
婚 一人暮らし うさぎを飼ってます。 趣味は ドールの服つくり、イ
ラスト、映画 好きなもの 可愛いもの ロリィタファッション（自分で
は着ません） サンリオ かわいいもの

しろくまさん
なにわ通り 613番地 2023年1月15日まで

女性
40代

猫と遊ぶ 文通 カラオケ サッカー観戦 ライブ参戦

はじめまして、文通するのが大好きで色んな方と文通し
たいです 猫飼ってるので猫飼ってる方 メンタル病に理解
のある方と文通したいです 女性の方で25から50歳位の
方でお願い致します

こいしさん
もみじ饅頭通り 196番地 2023年1月15日まで

女性
10代

読書、オタ活（Vtuber,二次元）、イラスト、博物館・寺社
巡り、ゲーム、文具集め、犬猫

はじめまして。大学生で時間に余裕があるので昔からの憧れだっ
た文通を始めてみることにしました。お互い無理をせず、マイペー
スなやり取りができたらいいなと思っております。世代や性別は問
いません。宜しくお願い致します。

あみとねけさん
お江戸通り 1357番地 2023年4月15日まで

男性
20代

読書、言葉探し、写真、小旅行、動物、アニメ

日々の中で思い感じたことを書き綴れる手紙の良さを大切にしたい
なと思い入会しました。何気ない日常の出来事や好きなこと、聞
いて欲しい話まで様々な方とお互いのペースでやり取りできたら嬉
しいです。お手紙お待ちしております。

まゅっちさん
どさんこ通り 376番地 2023年1月15日まで

女性
30代

文通、買い物、お洒落、ドライブ

初めまして、宜しくお願い致します。 文通が、大好きで
す。 レタセ集め、雑貨集めも好きですよ。 可愛いのが、
好きです。

Setsuさん
杜の都通り 198番地 2023年1月15日まで

女性
20代

漫画、アニメ、ゲーム、FF14、猫、動物、映
画(洋画メイン)

オタク寄りの趣味で、好きなことに全力で取り組んでいます。猫
を1匹飼っています。文通初心者ですが、まったりと出来たら良い
なと思っています。同じような趣味の方や全く真逆な方など色々な
方と文通を通じて交流していきたいです。年齢性別問いません。
よろしくお願い致します。字の練習も兼ねてます…下手ですが頑
張って丁寧に書きます。

かなめさん
相模ハマっ子通り 690番地 2023年1月15日まで

女性
20代

強いて挙げれば読書、映画鑑賞(アクション映画、グロ映画)、
シールやステッカー集めです。

家族がおらず独り身で、職場と家の行き来ばかりなため、話し相
手が欲しいと思い登録しました。ゆっくり仲良くなれたらうれしいで
す。男女年代問わず、お手紙ください。 音楽はラルクやスピッツ、
コナン・グレイ、中森明菜、KPOPなど色々聴きます。映画は一度
観て面白かったら4〜5回は繰り返し観、原作があれば買うタイプ
です。最近はヘルドックスがそれにあたります。

とりどりさん
めんこい通り 90番地 2023年1月15日まで

男性
30代

読書、映画鑑賞、文房具、ラジオを聴く、日記を
書く

　はじめまして。とりどりと申します。 　読書は、歴史関係や新
書が多いです。昔は、日本の文豪やSFを少し読んでました。映画
は、洋画のアクション系が中心。文房具は、インクやノートが好き
です。ラジオはradikoで聴き、日記はゆるく続けてます。 　お葉
書でも、封書でもお好きな形式で。よろしくお願いします。

がつまるさん
相模ハマっ子通り 691番地 2023年1月15日まで

女性
30代

運動、読書、お茶すること

はじめまして！文通初心者です。 文字を綴るのは苦手分野なので
すが、面と向かってのコミュニケーションも苦手な為、お手紙を通
じていろんな人といろんな話を出来たら嬉しいです。 運動は、暗
闇バイクとキックボクシングやってます！読書はご飯が出てくる小
説が好きでよく読んでいます。 まったりと文通出来たらいいなと思っ
てますので、どうぞよろしくお願いします。

フミノリさん
古都みやび通り 229番地 2023年4月15日まで

男性
20代

川辺の散歩、銭湯、読書、友人の手伝い、早起き

数年前まで友人と文通をしていたのですがそれも途絶えてしまい、
また誰かに手紙を書きたいと思っても送る相手がおらずやきもきし
ておりました。紙の上に自分の言葉を書き連ねるのが好きです。
知見が狭いものでお話の返答がうまくできないこともあるかとも思
いますが、どうぞ皆様のお話をお聞かせください。老若男女、便
箋の質など問いませんし、むつかしいお話でも結構です。
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†お金魚†さん
かぼす通り 58番地 2023年1月15日まで

男性
30代

ゲーム、料理、お菓子作り、ウォーキング、サウナ

どうも

かえでさん
ピーナッツ通り 568番地 2023年4月15日まで

女性
30代

野球（千葉ロッテマリーンズ）、ゲーム（ポケモン、龍が如
く）、ガラスペン、インク、食べること

はじめまして。最近ガラスペンやインクにハマり、文字を書きたい！
と思い、以前から興味のあった文通を初めてみようと思いました。
趣味の話や、日々のちょっとした出来事などをゆるりとやり取り出
来たら嬉しいです。 文通初心者ですが、よろしくお願いします。


