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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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ミルさん
伊勢通り 20番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書、テレビ、音楽、ペット、ストレッチ

読書(漫画から小説まで)、音楽、テレビが主に好きです。お勧め
の作家さんやアーティストさんを教えてくれると嬉しいです。 ポス
トカードでの交流も求めてます。 手紙でもどちらでも構いません。
趣味が合わなくてもお互い語れるような仲になりたいです。 猫を
二匹飼ってます。猫や動物の話題も出来ますので、ペット好きさ
んもよろしくお願いします。

じゅりさん
茶畑通り 129番地 2023年6月15日まで

女性
30代

旅行、料理、神社巡り、マステ集め、ジャニーズ、
アニメ、FF14、薬膳

皆さん、こんにちは。 旅行先のおすすめスポットや、美味しいも
のの情報交換や料理の話など出来たら嬉しいです!! 最近薬膳の勉
強を始めました!! ジャニーズではNEWSとKis-My-Ft2を推してます。
愛情込めて1通1通丁寧に書かせていただきます。 座右の銘は一期
一会。 たくさんの方と出会えますように。 よろしくお願いします

にじいろさん
ピーナッツ通り 329番地 2023年3月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞(特にスピッツ)、カフェ、ハンドメイド、
天然石、漫画、文房具

久しぶりに再入村しました。 2人の息子がおり、カフェ系のお店に
勤務中。 ハンドメイドはサンキャッチャー、フェルトのおもちゃ、
アクセサリー等色々作っており、委託販売も。 音楽は邦楽中心に
聴きますが、特にスピッツが好きです。周りにスピ友さんがいな
いので、スピッツファンの方と交流したいです。 ポストカードでの
やり取りも大歓迎。 よろしくお願いいたします。

ゆうさん
お江戸通り 1001番地 2023年3月15日まで

女性
30代

文房具、読書(サスペンス、歴史関係以外)、ポケ
モン、牧場物語ゲーム

のんびり焦らずに文通を楽しみたいと思ってます。 読書はサスペン
ス、歴史以外であれば読みます。 マステや紙モノ、文具全般好き
です。マステ、紙モノが沢山あるので交換出来たら！ ポケモンの
ゲームにハマっていますが、タイプの弱点がなかなか覚えられずに
苦戦してます。 いろいろな方と文通出来たら嬉しいです。 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3月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、岩盤浴、音楽を聴きながら近く
の公園を散歩

初めまして。 今まで文通はしたことがなかったのですが、本を読
んだり、文字を書いたり、四季の流れを感じるのが好きなので、
始めてみました。カフェで純文学や歴史小説を読む時間が至福で
す。最近は、映画「すずめの戸締まり」を一人で観て号泣。日常
の小さな感動を共有できたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

まゆまろさん
古都みやび通り 194番地 2023年6月15日まで

女性
50代

刀剣乱舞、観劇(2.5メイン)、読書、ご朱印、猫と
部屋でのんびり

再入村組です。忙しく会費入金を忘れた故の失効だったのですが、
以前文通してくれていた方々には大変失礼いたしました。恥ずかし
ながら戻ってまいりました。 現在、刀剣乱舞と2.5次元舞台・俳優
さんに萌えを全振りしています。オタクですがそれでもよろしけれ
ば、オタク以外の日常のあれこれもお話できたらいいなと思ってい
ます。 よろしくお願いいたします。

万葉集さん
ちょるる通り 66番地 2023年3月15日まで

男性
60代

映画鑑賞、音楽鑑賞、美術鑑賞、読書

映画おたくです。（笑）映画の感想とかいろいろな
方々とおしゃべりできれば嬉しいです。アート全般の興
味もあるので、みなさんの関心やこだわりなども教えて
下さい。宜しくお願い致します。

みかげさん
めんこい通り 92番地 2023年3月15日まで

女性
20代

読書、書店巡り、ゲーム(あんスタ)、猫カフェ巡り

はじめまして。会社員をしながら地元のブックカフェで間借り本屋
をしております。ゆくゆくは小さな本屋さんでも開けたらなぁ…と
思いながら日々読書を楽しんでおります。 本のことや趣味、最近
の些細な出来事などゆっくりお話出来たら嬉しいです。よろしくお
願いします！
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ラズベリーさん
ピーナッツ通り 574番地 2023年3月15日まで

女性
50代

読書、ペットの文鳥と遊ぶ、YouTubeを見る

はじめまして。私は千葉県に住む、50代のバツイチ女性です。子
供はいません。 性格はちょっとおっちょこちょいです。 動物や自然、
海外に興味があり、若い頃はオーストラリアに2年間、留学してお
りました。 また、現在は文鳥を飼ってます。 似たような境遇の女
性の方いらっしゃいましたら、是非文通をできれば嬉しいです。

涼葉さん
めんこい通り 93番地 2023年6月15日まで

女性
20代

食べること、走ること、文章を書いたり読んだりすること、
カフェに行くこと、映画を見ること

一人暮らしの20代前半社会人です。手紙交換をしていたのは中学
生の頃でした。お互いの経験談や趣味の話、日常の小さな気づき
やときには恋愛の話など、想いを共有できたら嬉しいです。音楽
を聴くのも大好きで、BUMPを筆頭に邦ロック全般と、ユーミンや
杏里など80年代のシティポップと大好きです。よければお気に入
りの一曲教えてください。

もいぴょんさん
お江戸通り 1382番地 2023年3月15日まで

女性
40代

刺繍、インテリア、おうちカフェ、紙もの、散歩、
色んなところに行ってみる、タロット

こんにちは！40代になり、やっと色んなことに諦めがついて、ラク
に過ごすようにシフト出来ました。その勢いで、好きだった文通も
やりたくなって入村しました。ナチュラル系、ヴィンテージ、ミナ
ペルホネンあたりの雰囲気が好きです。もし良かったら、簡単な
刺繍やカードなんかも交換してくださると嬉しいです。なくても全
然いいのでとにかくお手紙ください⭐︎よろしくお願いします。

のばらさん
杜の都通り 201番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書 短歌 ドラマ 散歩 カフェ 教育 心理 ジャニーズ

手紙を書くことは相手を想うことであり、自分と向き合うことでも
あると思います。様々な人の思いや考えに触れることは自分の世
界を広げてくれるはず。そんなわくわくを感じたくて入村を希望し
ました。性別年齢問わずやりとりしたいです。よろしくお願いしま
す！

遠野おとさん
相模ハマっ子通り 703番地 2023年6月15日まで

女性
30代

登山、サイクリング、バレーボール、寺社仏閣巡り、
文房具、切り絵、旅行、食べること

自然の中にいることが好きです。ふとした瞬間に季節の移ろいを感
じると嬉しくなります。草花が好きですが育てるのは苦手です。ク
ロスバイクで色々なところに行きます。(友達は私の愛車をどこま
でも行ける自転車と呼びます)

Bettyさん
どさんこ通り 404番地 2023年6月15日まで

女性
50代

音楽(ROCK,メロコア)洋画(ミニシアター系)/ゴルフ/バンクシー
/HYS/インテリア

文通歴40年と割と長めです♡レタセでの文通希望！とにかく字を
書くのが大好き♪いろんな世代の方の話が聞けたら嬉しいな✨大事
な人がいるので女性だけでお願いします！テレビやアイドルには
疎いです。堅苦しいのが苦手なので気軽にお手紙くださいっ⭐️

山鳩さん
ちょるる通り 70番地 2023年3月15日まで

女性
20代

読書、ゲーム、お茶、コーヒー、園芸、音楽、 万
年筆のお手入れ

はじめまして。山鳩（やまはと）と申します。 『バイオレットエ
ヴァーガーデン』や『ツバキ文具店』を読み、手紙のよさ、手紙を
書くための文房具を選ぶ楽しみを知りました。 「私も万年筆で手紙
を書きたい」と調べ、文通村のことを知り入村しました。 日常の小
さな喜びや、ささやかな楽しみをやり取りできれば嬉しいです。
よろしくお願いします。

こはくさん
ピーナッツ通り 581番地 2023年6月15日まで

女性
40代

犬(チワワ)、ハンドメイド、写真、アロマ、映
画、100均、ガーデニング、ドライブ

文通は初めてですが、季節を感じる絵はがきや写真を手紙と共に
送り合って(お手紙だけでもOK)お互いほっこり出来たら素敵だな〜
と思い、そんなお相手を求めて訪ねて来ました。 趣味や、日常の
些細な出来事や発見など楽しくやり取りしたいです。 よろしくお願
いします(*^^*)

ishin10さん
お江戸通り 1386番地 2023年3月15日まで

男性
40代

読書、サッカー、音楽鑑賞

社会学や民俗学、哲学・心理学に興味があります。が体
系立って勉強してきたわけてはないので、雑談するよう
な感じでいろんなことをお手紙で話せるといいな、と思
います。

プロシオンさん
信濃通り 150番地 2023年6月15日まで

女性
20代

ゲーム、TRPG、コーヒー、文房具（万年筆やインク等）、
日記、筋トレ、犬や猫をかわいがる

愛用の文房具を使う機会を増やしたくて、文通を始めることにしま
した。美味しいものやゲームの話ができると嬉しいです。ポケモ
ンやイカや乙女ゲームが大好きです。家に犬と猫がいるので、ア
レルギーの方はご注意ください。
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立葵さん
さくらんぼ通り 63番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書 アニメ 漫画 ゲーム 文房具 カフェ スヌーピー
グッズ集めること

立葵(たちあおい)といいます。文通村の事を知り入村し
ました。インドア系の趣味が多いですが交流出来たらい
いなと思ってます。

りせさん
相模ハマっ子通り 704番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、猫を愛でること

猫2匹と暮らしてます。 新しい世界を知りたいと思い、
文通村に入会しました。 読書は推理小説が好きです。
恩田陸さんや湊かなえさんが特に好きです。 最近はホ
ラー風味の小説も好きです。

ハルさん
お江戸通り 1387番地 2023年3月15日まで

女性
20代

音楽、読書、純喫茶巡り、絵、編み物、服、ゲー
ム

手書きの文字が好きなのですが、最近書く機会も読む機
会も減ってしまったので登録してみました。服やヘアス
タイルの趣味とその他の趣味の方向性が一致しないのが
最近の悩みです。よろしくお願いします。

りんべるさん
加賀の国通り 77番地 2023年3月15日まで

女性
60代

読書、ラジオ

仕事ばかりの毎日を過ごしてきました。退職後の趣味探
し中です。文章を書くことは好きですが、ラインばかり
で、手紙を書く相手も、機会も減りました。いろいろな
方の様々な話を聞きたいと思います。

ユズルさん
うつくしま通り 103番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書、手帳、カフェ、創作

本を読んで考えたこと、日常を過ごしながら感じたことを、思いの
まま文章に書き綴ることが好きです。整理整頓の行き届いた丁寧
な暮らしに憧れて、日々試行錯誤しています。毎日ティータイムを
もうけて、読書と甘いものを楽しんでます。 来年の文学フリマ参
加に向けて、同人誌作成を計画し始めました。新刊を引っ提げて
いきたいです。

アキさん
常陸の国通り 197番地 2023年3月15日まで

男性
20代

漫画、モータースポーツ、野球観戦、外食、登山、
バスケ

文通に興味が湧き始めました。趣味以外にも身体を動かすのが好
きで、アクティビティなことが特に好きです。最近はトレンディド
ラマや90年代のアーティストにもハマっています。手紙書く事は慣
れていませんが、世代問わず色んな方と話してみたいです。

敦啓（アツヒロ）さん
茶畑通り 245番地 2023年3月15日まで

男性
40代

空手・バイク・英会話・読書

はじめまして。 静岡県西部在住の敦啓と申します。 年齢は40代半
ば独身で、独り暮らしをしています。 お仕事は、福祉関係の仕事
をしています。 趣味は空手・バイク・英会話です。 ペンネームは、
若い頃よく光GENJIの佐藤アツヒロに似ていると言われていたので
そこから付けました。 全国からペンフレンド募集します。 僕と一緒
に楽しく文通しませんか？

綺月さん
上州三山通り 104番地 2023年12月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、紙モノ、アニメ、漫画、イラスト、
ゲーム（ポケモン）など

ハンドメイドやアニメ漫画が大好きです。最近は紙モノにハマって
います。アニメや漫画ではるーみっくやヒプマイ等が好きです。紙
モノが好きでよく色々作ったりしています。 女性の方限定でよろし
くお願いします。 色んな方と絡めたら嬉しいです。 基本ロンレタ
です。

みほさん
お江戸通り 685番地 2023年3月15日まで

女性
50代

登山、編み物、ウクレレ、英語多読

山登りが大好きですが、身体が重くてなかなか軽快に歩けないの
で、ダイエットを頑張っています。何にでも興味を示す好奇心旺盛
な性格です。最近離婚をして一人暮らしを始めました。年齢を問
わずいろいろな方と楽しいお話ができたらいいなと思っています。

つーさん
お江戸通り 1389番地 2023年3月15日まで

女性
10代

シール集め、コスメ集め、ネイル、ショッピング、
ダンス、SNS、ゲームなど

小学生の頃友達と文通していたのですが、メールでのやりとりに
なってしまい、また文通がしたくなったので始めました。可愛いも
のが好きで、シールやコスメで可愛いものがあれば衝動買いして
しまいます。美容に関心があり、バイトで稼いだお金でネイルや
美容院、サロンに行くことも好きです。よろしくお願いします。
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友菜さん
ピーナッツ通り 582番地 2023年3月15日まで

女性
20代

読書、花を育てること、カラオケ、漫画喫茶、旅
行、イラスト、おひとり様が好き

友菜（ゆうな）と申します。事務職をしている27歳です。 通勤電
車で小説を読むこと、家で鉢植えの花を育てることが好きです。
今はパンジーと春に向けてチューリップも育てています(*^^*) 趣味
は広く浅く、基本的にはお一人様が好きです。独身・彼氏なし、仕
事面でも悩み多い年齢です（苦笑） 何でも気楽にお話ししたいで
す♪ 女性限定でお願い致します。

花さん
なにわ通り 622番地 2023年6月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ミュージカル、100均巡り、雑貨屋さん巡
り、美味しいスイーツと珈琲、文具

手紙を書くのも読むのも大好きです。 日々のたわいのないことや
好きなことなど、はなしあえたら嬉しいです。 ツバキ文具店、マ
カンマラン、などほっこりする小説や、美味しそうな本が好きです。
煙と蜜、自転車屋さんの高橋くんにハマり中です。100均ではつい
ついシールやマステを買いすぎてしまいます。年齢、性別問わず
色んな方とやり取りできたら嬉しいです。

あゆさん
かぼす通り 60番地 2023年6月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞（flumpool 高橋優 ≠ME スノなど）、旅行、食べ
ることなどなど！

はじめまして！文通は中高生のとき以来ですが、お手紙を書くこと
が好きなのでいろんな方と趣味だけでなくお互いのペースで、たく
さんお話ができればと思ってます☺︎*ﾟ 趣味が他にもたくさんです
が、趣味が同じでなくてもあなたの趣味の素敵さをお気軽にお話
してくれたらとっても嬉しいです！女性限定でお願いします( ›_‹ )

れいさん
常陸の国通り 198番地 2023年3月15日まで

女性
10代

ジャニーズ/坂道グループ/カフェ/

初心者です、みなさんと楽しみたいです よろしくお願い
しますˆˆ

水鶏さん
彩の国通り 605番地 2023年6月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、お菓子作り、漫画、YouTube、ゲー
ム、アニメ

インドア趣味でいろいろな事に手を出しております。 好きなもの
は下記の通りです。 趣味が合う方といろいろなお話が出来たら嬉
しいです。 ハンドメイド：レジン作品 漫画：平野耕太作品、藤田
和日郎作品、ジョジョ、異世界もの等 ゲーム：龍が如くシリーズ、
キングダムハーツシリーズ YouTube：ゲーム実況、怪談系

鈴蘭さん
火の国通り 73番地 2023年3月15日まで

女性
40代

文房具集め、消しゴムはんこ、手芸、散歩、100
均めぐり、バイク(乗ってみたい)

初めまして。40代、社会人の息子と高校生の娘がおります。ずっ
と文通村の事が気になっていましたが、ついに入会しました。一筆
箋・葉書・便箋何でもOKです。遠くからやってくるお手紙や、お相
手の事を考えながら書く時間を考えるとワクワクします。文通は初
めてですが、よろしくお願いします。

メグちゃんさん
ねぷた通り 71番地 2023年3月15日まで

女性
40代

文通、YouTubeを観る、おうちカフェ

私はアラフォーの主婦です。YouTuberも細々やってます。中学、
高校と、ずーっと文通をしていた経験があり、その時の便箋選びや
返事が届くワクワク感が忘れられなくて、ここに辿り着きました。
こんな私ですが楽しく文通できたらいいなぁって思ってます。よろ
しくお願いします。

レモネードさん
どんたく通り 333番地 2023年6月15日まで

女性
20代

カメラ、サッカー観戦、漫画、ジブリ、ストレン
ジャーシングス、カフェ巡り

森見登美彦さんの「四畳半神話大系」の中で文通が出てきたことを
きっかけに、文通に興味をもち登録しました。 趣味や日常など、
様々なことをお話しできたらと思います。 文章を書くことはあまり
得意ではないため、やり取りをする中で勉強していきたいです。
また、短文長文インクなどの形式問わずのんびりと続けられたらと
思います。

こはやしさん
しゃちほこ通り 448番地 2023年3月15日まで

女性
20代

読書、お料理、ラジオを聴くこと、暮らしに関わる
こと、お喋り、歴史

初めまして。 文通初心者の20代女です。 書くことや人との繋がり
がとても好きで、 知らないどなたかと手紙を通して温かな繋がり
を築けていけたらと思っています。 ですが、気軽に楽しくお喋りが
できたらいいな♪と思います。 同世代の女性の方と文通を行いたい
です。 よろしくお願いいたします。


