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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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めぐさん
とちおとめ通り 58番地 2023年5月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞(J-Pop、K-Pop、ロック)、植物、旅行、温泉、グ
ルメ、お茶、アニメ

生活が落ち着き、約2年ぶりの再入村です♪ 音楽と自然が好きなア
ラフォーで、平日は仕事、休日は夫とのんびり過ごしています。
字や文章が上手ではないのですが、気軽に楽しめたら良いなと思
います。よろしくお願いします。(年齢不問ですが、女性の方限定
でお願いできますと幸いです。)

かなさん
彩の国通り 272番地 2023年5月31日まで

女性
20代

嵐・読書・ゲーム・ウォーキング・旅行

はじめまして。小学生の頃に文通をしていましたが、SNSばかりで
字を書く機会も減ってしまったため、また昔のように文通をしてみ
たいと思ってたところ、こちらの文通村を知りました。 年齢・性別
関係なく色々な方と日常や趣味についてお話しできればと思います。
よろしくお願いいたします。

ゆいさん
相模ハマっ子通り 283番地 2023年2月28日まで

女性
30代

文通、読書、ドライブ、料理、ぬり絵

子どもの頃から文通が大好きで、文具店に寄るたびに買い求めて
しまうレターセットや万年筆に色とりどりのインク。使う機会を求
めて登録してみました。最近はコロリアージュにもハマっています。
手書きの文字から感じる相手のあたたかさや、忙しい毎日から少
しの時間だけ距離を置いてペンを走らせる時間が大好きです。よ
ろしくお願いいたします。

いこいさん
どさんこ通り 285番地 2023年2月28日まで

女性
20代

読書、映画、ゲーム、カフェ巡り、KAT-
TUN、YouTube(QK、積サー、ゲーム実況)

文通をすることに昔から憧れがあり登録しました。色々なことに浅
く手を出していますが、読書とゲームは大好きで色んなジャンルを
幅広く読みます。絵本も好きです。ゲームも、今はポケモン、プ
ロセカ、ねこあつめを主にやっています。文章を書くことと、人の
話を聞くことが大好きなので多くの人と交流していきたいです。気
軽にお手紙ください。よろしくお願いします。

康葉さん
とちおとめ通り 121番地 2023年2月28日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、散歩

初めまして。 今まで文通はしたことがなかったのですが、
本を書いたり、文字を書いたり、四季の流れを感じるの
が好きなので、初めてみました。 どうぞ宜しくお願い致
します。

佐野さやをさん
さくらんぼ通り 62番地 2023年5月31日まで

女性
20代

オタ活(東京リベンジャーズ)、観葉植物、ネコ、料
理、紙物集め

田舎に住んでる東京リベンジャーズ大好きでマイキー推しの女にな
ります(*´ω｀*)♡ 手紙を書くのが大好きで登録しました！ ブリ
ティッシュショートヘアのグレ君を飼っています。 10代の頃から精
神疾患で今は薬物治療でなんとか働けています。 返信は必ずしま
す♡ 性別年齢関係なく楽しく出来たらと思いますﾟ+｡(o･ω-人)･.｡

milkyさん
どさんこ通り 402番地 2023年2月28日まで

女性
30代

文通･レタセ集め･ショピング･ドライブ･旅行･ ショッ
ピング

住所での文通歴10年以上 前にも文通村に入会して居ましたが…仕
事が忙しくなり一度退会しましたが、やっぱり文通が大スキだし少
し落ち着き、余裕が出来たのでまた文通村に入会しました！良くス
タバでマッタリとペンを進めるのがスキです スキなアーティス
ト･backnumber･倖田來未･ 浜崎あゆみ･Mr.Childrenなどがスキ
です

まなぺんぎんさん
六甲通り 413番地 2023年2月28日まで

女性
20代

読書、野鳥観察、ビーズ手芸、クロスワード、囲
碁

専門学校に通っている20歳女です。今マクドナルドでバイトをして
います。好きなものはペンギンとキツネです。特にSuicaのモデル
のアデリーペンギンが好きです。ペンギンって鱗が引っかからない
ように、魚の食べる向きも考えている賢い生き物なんです、ペン
ギン愛が止まりません笑。
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たこはまさん
いよかん通り 67番地 2023年2月28日まで

男性
50代

写真、映画、参拝、インターネット、散歩、ラジオ、カラオ
ケ、旅行、ドライブ、百金、温泉、外食

バツイチの中年男性です。そろそろ出会いが欲しいと思いはした
ものの、マッチングアプリは、過去苦い目にあっており、ナンパや
婚活パーティーは気恥ずかしく、今さら行く勇気もなく、だけど、
なんとなく人の温もりに触れてみたいと思い、これなら、ちょうど
いい距離感で、やりとりできるのかなと思い登録しました。細く長
く続けられたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。

もくさん
お江戸通り 1376番地 2023年5月31日まで

女性
40代

旅、楽器練習、ダンス、資格取得、アニメ、手仕
事

40代独身。コロナ禍、テレワーク勤務になり誰とも会わない、仕
事が趣味みたいな生活に一変してしまいました。文字を書かなくなっ
た昨今、世界を広げたく色んな人と繋がれたらなと思い文通という
世界に飛び込んでみました。 どうぞよろしくお願いします!

sikiさん
もみじ饅頭通り 198番地 2023年2月28日まで

女性
10代

旅行、写真、、邦ロック、犬、漫画、ネイル

可愛いものや美しいものが大好きで見るのも集めるのも好きです！
主にフォーリミ、ゴールデンカムイ、コウイチTVが好きです。好き
なもの、趣味、日常のことなど沢山のお話を聞かせて頂けると嬉
しいです！よろしくお願い致します。

りなぱんださん
ピーナッツ通り 573番地 2023年2月28日まで

女性
30代

読書､映画､音楽､ハンドメイドチャレンジ､文具､カフェ､ディ
ズニー､食べること､写真

はじめまして｡こんにちは☺︎ 私は今年34歳になる主婦です｡ 少し
前に夫の転勤で大阪から千葉へお引越し｡ それを機に専業主婦に
なったため前から気になっていた文通村を利用することにしてみま
した☺︎ 素敵な出会いがあれば嬉しいです！ よろしくお願い致しま
す☺︎

あずひなさん
なにわ通り 619番地 2023年2月28日まで

女性
30代

ドライブ、サブスクでドラマ見ること、ペット、ラ
ジオ

再度お世話になります。結婚13年目の主婦で11個上の旦那とハム
スターと暮らしています。子供はいません。結構多趣味で色々して
います。好きな歌手はヒルクライムです。キャラクターはとっとこ
ハム太郎でガチャは欠かせません。ドライブは結構行きます。
色々お話しましょ！！

あめさん
上州三山通り 120番地 2023年2月28日まで

女性
40代

雑貨屋めぐり、手帳、YouTube

はじめまして、こんにちは。 普段から手帳を書いたりマステやか
わいい文房具を購入し楽しんでいますが、せっかくなので誰かに向
けてお手紙を書いてみたくなりました。 年齢世代問わず色んな方
と交流してみたいです。 手紙を通じて毎日が今よりもっと素敵な
時間になっていけたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

みどりさん
ピーナッツ通り 575番地 2023年5月31日まで

女性
40代

旅行、図書館、音楽(ゆず) 、山、ポスクロ

9、7、1歳の3児の母です。 若い頃は、海外旅行(ヨーロッパやア
ジアの秘境)山登りやテニスなどが好きなアウトドア派でしたが、
なかなか子育てしながら出かけられず…。 新たな趣味の一つとな
ることを願って、文通にチャレンジしてみます。何気ない日常のこ
となどゆるりとお話ししたいです。よろしくお願いします。

まいきさん
お江戸通り 1377番地 2023年2月28日まで

男性
20代

読書、海外ドラマ、ゲーム(RPG)、日記

普段日記を書いてるので、面白そうだなと思って入会してみました。
趣味は一覧にある通り大したものはないですが、合いそうな方が
いたらいいなあと思ってます。 小説とRPGはメインの趣味で
す！FFドラクエテイルズあたりはそこそこやっています。小説はSF
とかファンタジー系が好きです。

ことりさん
お江戸通り 1378番地 2023年2月28日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、クロスステッチ、水引、ピアノ、フルート、
家庭菜園、観葉植物、ネイル、コスメ

学生の頃よく文通をしていたのを思い出し、 また誰かにお手紙を
届けたくなり始めてみました。 文鳥を飼っており、趣味は広く浅く
楽しんでいます。 年代・趣味問わず、たわいもない話で楽しく文
通できたらうれしいです。どうぞ、よろしくお願いします。

まなみさん
お江戸通り 1379番地 2023年5月31日まで

女性
20代

国内ドラマ、散歩、旅行、カフェ、音楽、読書、
料理

最近引っ越したため、何か新しいことを始めたいと思いました。 小
さい頃から文通が好きだったので、そのワクワクした気持ちを、普
通に生活していたら出会えない方とできたらいいなと思っています。
お仕事はSEをしていて平日はせかせかなので、休日はまったり過
ごすことが好きです。 世代や性別に関係なく、いろんな方とお話
ししたいです！ よろしくお願いします。
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さんぱちさん
ピーナッツ通り 576番地 2023年2月28日まで

女性
30代

読書　絵　花　料理　漫画　ハイキング　動物
映画

初めて文通村に参加します。 コロナ禍でなかなか人と会う事が難
しくなってから手紙の魅力に目覚め、登録しました。 文通を通して
いつもの日常からちょっと飛び出し、新しい世界に触れられたらな
と思います。 年代・趣味を問わず、お手紙お待ちしています！

よたん★さん
さぬき通り 76番地 2023年2月28日まで

女性
30代

音楽、芸術、料理、読書、スポーツ、アウトドア

お手紙を書くことが大好きです＾＾他にも、お寺巡りや、カフェ巡
り、スノーボード、文具、服、SnowManなどなど、、、スキがた
くさんあります❤︎お手紙を通していろいろなお話しができると嬉し
いです♩よろしくお願いいたします！

midoriさん
しゃちほこ通り 446番地 2023年2月28日まで

女性
50代

運動、料理、映画鑑賞、アロママッサージ、ドライ
ブ

はじめまして。最近色々考えるようになりました。 それぞれの人
生があり、それぞれの体験、経験をしながら、悩んだり、喜んだ
り、苦しんだり、感動したり、、、その色んな思いを共有する事
が出来ればと、文通村に入会しました。年齢、性別関係なしに文
通して頂けると嬉しいです

りんさん
彩の国通り 603番地 2023年5月31日まで

女性
40代

パン作り、ゲーム、ラジオ、音楽、本や漫画、文通、ハワ
イアンキルト、アニメや映画やドラマ

40代後半子無し有職主婦です。旦那様とは30代後半に再婚。のほ
ほん、のんびりと気持ちを文通できたらいいなぁと思っています。
腰ヘルニア持ちで、杖ついてます。病気などでのヘコたれ自慢、
仕事や人間関係の愚痴など、話してスッキリなども気にせずにどう
ぞ！ミニレター、ハガキも歓迎。（※女性の方のみ募集。年齢不
問です。）

そいほさん
しゃちほこ通り 447番地 2023年5月31日まで

女性
30代

読書、文房具、雑貨、インテリア、音楽

こんにちは。文房具店や本屋さんに行くのが好きです。手紙を書く
ことも好きなので、日常の何気ないことなど、手紙でやりとりがで
きたらいいなと思っています。夫と二人の息子と暮らしています。
どうぞよろしくお願いします。

つるかめさん
ピーナッツ通り 577番地 2023年2月28日まで

女性
30代

読書、旅行、町中華巡り、散歩、芸術、音楽、温
泉

はじめまして。デジタルな時代にお手紙でやりとり出来るなんて素
敵だなと思い登録しました。 年齢性別問わず、好きなことや日常
の何気ない事をのんびりやりとりできたら嬉しいです。 初心者で
すがよろしくお願いします！

すだちさん
阿波の国通り 47番地 2023年2月28日まで

女性
40代

文通 KPOP にじさんじ 韓国ドラマ コラージュ あつ森 ハンド
メイド

子供も手が離れ時間ができたのでまたお手紙を通うじていろんな
お話したいです。多趣味なので色々お話できると思います笑 上記
の趣味の他、ゲーム実況もすきです、韓国語勉強してます、コラー
ジュでのお手紙交換もすきです。あんスタも娘の影響ですきです。
ライブ参戦、旅行も好きです！気軽にお手紙くださいm(_ _)m

Daisyさん
ちゅら海通り 77番地 2023年2月28日まで

女性
20代

美術館巡り、夜の喫茶店、海外旅行、SixTones福岡ﾏﾘﾝﾒｯｾ
ライブ行きます！

こんにちは。私は大学職員として働いています。 フランス留学を
１年していたこともあり、フランス語と英語に触れて生活していま
す。 フランスにいた頃は美術館巡りをよくしていました。特にクロー
ドモネが好きでオランジェリー美術館によく足を運んでいました。
よろしくお願いします。

のわわわわさん
お江戸通り 1380番地 2023年5月31日まで

女性
20代

絵画、カフェ巡り、美術館巡り、YouTubeのんび
り見る、散歩

こんにちは、のわわわわです。 手紙書いてると落ち着くなあ＆人
見知りだけど人と交流したいなあ〜と思って登録してみました。 の
んびり文通したいです。 字が汚いけど頑張ります。よろしくお願
いします。 便箋や封筒はなんでも大丈夫です。ポストカードなど
でも！ 趣味の似ている方でも、全然違う方でも、色んな方とお話
してみたいです。

ぱおさん
茶畑通り 244番地 2023年2月28日まで

女性
20代

ハンドメイド、お絵描き、コラージュ、ヴィンテージ、ファッ
ション、筋トレ、猫、ガチャ…など

こんにちは！ 高校の時に文通を初めてから手紙が届く送るという楽
しさにハマり、久々にまたあの楽しさを味わいたいと思い文通村に
来ました。 色んな方と色んなやり取りが出来たら嬉しいです！ 私
は韓国に滞在していたこともあり韓国語でのやり取りも可能です。
お手紙待ってます^^
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hkrs05さん
お江戸通り 1381番地 2023年2月28日まで

女性
20代

文通、韓国ドラマ鑑賞、文具集め、コスメ集め、
読書、散歩、食べ歩き、ショッピング

はじめまして！私は関東在住の28歳会社員です。最近久しぶりに
文通を始めたのですがもっとたくさんの方とお話ししたく入会させ
ていただきました。日常のことから趣味のことなどいろいろとお話
しできたら嬉しいです。 大変恐縮なのですが、20代〜30代の女性
の方限定でお願いできますと幸いです。よろしくお願い致します。

すずさん
とちおとめ通り 136番地 2023年2月28日まで

女性
40代

読書　猫　里山

最近漢字が出てこなくなり、文字を書こうと思い入会しました。
１０代の息子が２人います。普段は会社員として働いています。
昼休みは小説を読んで過ごしています。猫も３匹飼っていて家族
でワイワイ遊んでいます。また、最近万年筆を使うようになり手紙
を書いてみたくなりました。みなさんと手紙でやり取りできること
を楽しみにしております。

みけねこさん
相模ハマっ子通り 700番地 2023年5月31日まで

女性
30代

読書、カフェ巡り

はじめまして。 文通をしていて昔感じたワクワクをまた感じたいなぁ
と思い入村しました！何気ない日々のお話を年齢性別関係なくのん
びりお話出来たら嬉しいです。好きなことは食べること、好きなキャ
ラクターはミッフィー、ちいかわです。よろしくお願い致します！

ソラさん
なにわ通り 621番地 2023年2月28日まで

女性
20代

映画鑑賞、アニメ鑑賞、詩、ヨガ、You Tube、お菓子作り、
料理、紅茶カフェ、自分

専業主婦をしており、人と出会う機会が減ったためはじめてみまし
た。お話好きの方と文通できれば嬉しいです。年齢性別、お手紙
の形式問いません。 小学生の頃から字が汚いと言われ続けており
ます。できる限り丁寧に書くように心がけますが、読みにくければ
申し訳ありません。 憧れていたものの文通をするのは初めてです、
よろしくお願いします。

優香さん
うつくしま通り 145番地 2023年2月28日まで

女性
20代

音楽鑑賞、読書、便箋やシール集め、文房具、にじさんじ、
シャニマス、日記、空を見上げること

昔から手紙のやり取りをするのが好きで久しぶりに誰かと手紙の
やり取りをしたくなり入村しました❀ 趣味が合う方でも合わない方
でもその人の好きなものや世界を見てみたいと思うので気軽にお
手紙を頂けたら嬉しいです！ 精神疾患持ちで通院等もしているの
で同じ精神疾患持ちの方と励まし合えたり出来たら嬉しいです。

ななこさん
信濃通り 149番地 2023年2月28日まで

女性
40代

音楽きくこと、読書、雑貨屋さん巡り、ドライブ、
お花、お手紙

こんにちは。お手紙を書くのも読むのもダイスキです☆いろんなこ
と語ったり。。楽しくゆるりと．．．． お話しできたら嬉しいです。
お手紙って、届くととっても嬉しいですよね♫ ステキなご縁があり
ますように☆

すももさん
お江戸通り 509番地 2023年5月31日まで

女性
30代

カフェ、スマホゲーム、文通（国内&海外）、読書、ブログ、
デジタルイラスト、アロマ芳香浴

初めまして。また文通村を再開しました。ゆったりと始めたく、コ
ラージュ（初心者）したポストカードで文通をしたいと思います。
スマホゲームとブログ執筆が趣味です。海外文通もしています。
ポストカードでもお手紙でもOKです。メンタル持ちで、イラスト
でボランティアとB型作業所で活動しています( ◠‿◠ )

せつなさん
相模ハマっ子通り 701番地 2023年2月28日まで

女性
20代

ゲーム、アイマス、読書、料理、紅茶、朝活

ゲームや読書が好きな医療従事者です。誰かと文字でやりとりで
きたらと文通始めてみました。休日は自宅や図書館など人気のな
い所で読書や勉強をしています。ゲームは最近はFF14やプロセカ
を満喫しています。 趣味でも仕事でも気軽にやりとりしましょう。
性別年齢問わず心を込めてお返事書きます。

めるさん
お江戸通り 1384番地 2023年2月28日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、散歩、動物園、雑貨、ぬいぐる
み、サンリオ、すみっコぐらし

20歳のめるです、はじめまして☺︎ 少し心が弱く今はのんびりと職
探し中です。 日常の楽しいことや日々の出来事、趣味の話など沢
山のことを緩く話せる方と出会えたらうれしいです。 年代や性別な
ど気にしないので色々な方とお話ができたらと思います。

どんぐりさん
どんたく通り 331番地 2023年2月28日まで

女性
30代

国内・海外ドラマ、旅行、ドライブ、読書・漫画、
お酒、ショッピング

初めまして！仕事と子育て（娘４歳、息子１歳）だけで毎日終わっ
ていくのが勿体なく感じ、入村してみました。小学生の頃から友達
にお手紙を書くのが大好きだったので、レターセットを見ると懐か
しく感じます。趣味のこと日々のこと、気軽にお話できたらと思っ
ております。どうぞよろしくお願いします。
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Maa--さん
ピーナッツ通り 578番地 2023年2月28日まで

女性
30代

旅行、料理、カフェ巡り、パン屋さん巡り、自分磨
き、絵を描く（落書き程度）

はじめまして。ふと…文通をしてみたいと思い検索をかけ、ここを
見つけて登録してみました。 携帯で簡単に連絡取れる便利な世の
中だからこそ文通したいです。婚活等の出会い目的とかでなく…
笑　 普通に？仲良くお手紙交換出来たらと思ってます。宜しくお願
いします♪

ネイビーさん
どんたく通り 332番地 2023年5月31日まで

男性
30代

ドライブ、読書、アニメ、ドラマ、映画、登山、
パチンコ、音楽鑑賞

初めまして、今まで手紙のやりとりはした事はないのですが、面
白そうだなと思い参加してみました。日頃のささいな事とかお互い
に話が出来たらいいなと思います。自分の趣味に関しては自分の
生活の中で関わりがある程度と思って頂ければと思います。よろし
くお願いします。

くみりんさん
相模ハマっ子通り 702番地 2023年2月28日まで

女性
50代

国内旅行、読書、音楽鑑賞、和装、文具集め、ゲー
ム(刀剣乱舞、ドラクエ)

初めまして！文字をいろんなペンで書くことが好きなのですが、今
は書く機会がめっきり減ってしまいました。誰かと何か語り合えた
らいいなーと。刀剣乱舞の長谷部と、ドラクエ(特に音楽)と、小田
和正さんが大好きです！

おひさん
お江戸通り 1385番地 2023年2月28日まで

女性
20代

観葉植物

都内で保育士をしています これといった趣味はなく、小
さいころから手紙を書くのが好きでした！ 主にハガキで、
気軽によろしくお願いします。

ちるさん
ピーナッツ通り 579番地 2023年2月28日まで

女性
30代

ゲーム、読書、ぬいぐるみ集め、あんスタ、ポケ
モン、ペット(文鳥)

私は心の病を患いながら、2人の男の子を育てています。中々自分
の時間が取れない中、楽しみは携帯のソーシャルゲームと読書で
す。読書はエッセイや優しい物語が好きです。ミステリーは苦手
です。ぬいぐるみも大好きです。音やテレビが駄目になってしま
い、手紙という形で誰かと関わりたくて申し込みました。是非仲良
くやり取り出来たらと思います。よろしくお願い致します。

ぱかぽこさん
ピーナッツ通り 580番地 2023年5月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、文房具、ムーミングッズ収集

本はミステリー系が好きで、森博嗣さんが大好きです。文房具は
万年筆が好きなので、色んなインクでお手紙をお書きする予定で
す。ゲームは対戦系以外は手広くやります。ここ最近はウマ娘・モ
ンスターハンターに熱中しています。 色んな方とお話をしてみたい
と思っているので趣味の合う方もそうでない方もよろしくお願いし
ます。


