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おかげさまで 15 周年！はがき・住所録ソフトの最高峰「筆まめ」シリーズ最新版

− 日本文化の継承と革新 進化を続けるロングセラー −
株式会社クレオ（本社：東京都港区、社長：秋山 雅幸）は、はがき・住所録ソフトを 9 月17 日（金）より全国一斉に発売
いたします。『筆まめ Ver.15』シリーズの販売目標は発売後１年間で、合計 65 万本を目標としております。
名称

価格（税込）

筆まめ Ver.15

6,380 円

筆まめ Ver.15
アップグレード・乗り換え専用

3,680 円

筆まめデザイン集 2005 年版

3,990 円

メディア媒体

発売日

対応 OS

CD-ROM 版（3 枚組）
／DVD 版（1 枚）

2004 年 9 月 17 日

Windows
XP/Me/2000/98

CD-ROM

2004 年 10 月 1 日

「筆まめ」が動作
可能なシステム

【市場背景と企画意図】
筆まめは 1990 年に発売し毎年のバージョンアップを重ねて今年で 15 周年を迎え、これまでの出荷累計で 600 万本
（バンドル版を除く）を誇るロングセラーソフトです。シリーズ発売開始以来毎年ベストセラーを記録し、今日では、はが
き・住所録作成に欠かせないスタンダードソフトとしての地位を確立しております。昨年 9 月に発売した筆まめ Ver.14 は
シリーズで約 65 万本を出荷し、はがき作成ソフトのトップシェアを確保しました（出典：BCN ランキング葉書・毛筆ソフト
部門 2003 年 1 月〜12 月）。また、日経 BP 社主催の「110 万読者が選ぶパソコン・ベスト・ソフト ホームユーティリティ
ー部門」で第一位を 7 年連続して受賞いたしました。製品の品質に対する顧客満足度でも、購入者の約 3/4 が「買って満
足」と回答（クレオ独自のアンケート調査による）しており、高い支持を得ています。
筆まめ Ver.1 発売から今日までの間に、日本の伝統文化である年賀状もパソコンで作ることが一般的となりました。
近年では低価格のソフトウェアや「年賀状書籍」が増加し年賀状作成のツールは多様化しておりますが、この中で筆ま
めがはがき・住所録ソフトとして人気 No.1（※）を持続している大きな要因は、常にユーザからの要望をフィードバックし、
この 15 年間「高品質なソフトウェア」を目指して改良を重ねてきたことにあります。
｢筆まめ Ver.15｣では最新の技術でユーザビリティを向上させることを基本に、３つのキーワードを製品企画テーマとし
て開発しました。そのキーワードは、「高級」洗練された質の高い製品、「信頼」ユーザの声を反映した利便性、そして「進
化」携帯電話との連動を用いたはがき・住所録ソフトの新しい利用スタイルの提案です。
また、日頃は電子メールでコミュニケーションしていても正月は年賀状で気持ちを伝える日本人の文化を盛りたてるこ
とと、住所録活用による日常生活での利便性・生産性を拡げることをテーマに、これからも最新の技術を活用して「筆ま
め」の進化を継続していきます。
（※日経 BP 社 第 16 回 110 万読者が選ぶパソコン・ベスト・ソフト ホーム・ユーティリティー部門 第一位受賞）
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【製品概要】
「筆まめ Ver.15」の機能は、年賀状をはじめとする多彩な「画像作成・印刷関連機能」、住所録を利用して日常活動の
利便性・生産性を支援する「住所録作成・活用機能」で構成します。これにより初心者にはわかり易い操作性と便利さを、
熟練者には高い生産性と多彩な機能を提供いたします。今回の製品では、ユーザインターフェースの改善に取り組み、
簡単かつ直観的に使用できる操作性実現に向けてユニバーサルデザインの概念を導入し、また親しみやすい純和風
のデザインを取り入れた基本操作画面に一新しました。
また、従来のデジカメに加え高画質なカメラ付き携帯電話の普及に対応するため新たに「デジカメ・携帯一発取り込
み」機能を搭載。デジカメや携帯電話のメモリカードの画像を直接パソコンに取り込むことで「デジカメ写真入り年賀状」
が手軽に作成できます。特にカメラ付き携帯電話の画像利用に適した、写真をはめるだけで年賀状が完成する「はがき
デザイン（デジカメ用）」を多数収録しました。これにより【写真取り込み→補正（デジカメ！ナイスショット２）→はがきデ
ザイン（デジカメ用）→キレイに印刷（ExifPrint 対応）】と、写真入り年賀状の一連の機能（デザイン）を強化しました。
さらに、携帯電話で読み込める「ケータイ・バーコード」（QR コード）の作成・印刷機能を持ち、アドレス情報または
URL などのフリーワードをバーコード化してはがきや名刺へ加えることが可能です。
なお今回、筆まめ発売 15 周年記念特典として好評発売中の｢携帯！メモリ マッハ CARD｣（税込 4,180 円）の機能限
定版「携帯！メモリ マッハ CARD リミテッド版」を搭載、携帯のアドレス帳のバックアップおよび筆まめ住所録の連携が
スムーズに行えます。さらに特別に「年賀状作成ガイド」冊子を同梱いたします。
パッケージには日本伝統工芸に認可されている「赤間硯（あかますずり）」を全面に配し、毛筆印刷ソフトからスタート
した「筆まめ」の原点と、年賀状で心を伝える日本文化を表現しました。古来より中国、日本では筆、墨、硯、紙の四種を
「文房四宝」といい、特に長命であり寿を意味する「硯」のように長く愛用される道具を目指します。

【株式会社クレオの概要】
株式会社クレオは、官公庁や企業向けにシステムを構築するシステムインテグレーション事業、企業の会計・人事給与
業務ソリューションを提供する CBMS 事業、「筆まめ」などのコンシューマ向けパソコンパッケージソフトの開発・販売を
行うコミュニケーション事業を中心に事業展開しています。コミュニケーション事業では、住所録作成やはがき印刷に特
化した「筆まめ」シリーズの販売を展開しています。
■ 所在地
： 東京都港区高輪 3 丁目 19 番 22 号
■ 代表者
： 秋山 雅幸（代表取締役社長）
■ 設立
： 1974 年 3 月
■ 資本金
： 23 億 3 千万円
■ 事業内容 ： 情報システムの開発・構築ならびに関連サービス、業務システム及びコンシューマ向けパソコンソフ
トの開発・販売・サポート
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筆まめ Ver.15 の特徴
15 周年記念
1.充実の付属ソフト 14 本に、携帯メモリ編集ソフトを追加して使えるソフトが豪華 15 本
代筆ツールや文字変形などはがき作成に役立つものはもちろん、地図作成やカレンダー作成など様々な目的で使
える便利なソフトが 14 本。さらに 15 周年記念として携帯電話のメモリ編集ソフト「携帯！メモリ マッハ CARD リミテ
ッド」を追加しました。携帯電話のアドレス帳をパソコンにバックアップし、筆まめでの管理も可能です。
住所録活用ツール
「携帯！メモリ マッハ CARD リミテッド」 携帯電話に付属のメモリカードを使って、アドレス帳やメールをパソコンに高速バックアップ。アドレス帳は
筆まめ住所録と連携可能。
「デスクトップ住所録」 筆まめの住所録だけをデスクトップ上に置き、高速起動。
「筆まめテレガイド」 電子電話帳から業種や会社名を検索。
「筆まめメール」 メールの作成、送付に便利な住所録と文面に連動したメールソフト。顔／絵文字ツールも便利。
「PDA 連携ツール」 携帯情報端末（PDA）と住所録データのやりとり、同期。
デザイン作成ツール
「デジカメ！ナイスショット２」 画像の色合いなどを簡単に修正。
「金筆 for 筆まめ」ご家庭のプリンタで金文字（疑似）の印刷を実現。
「筆まめペイント」 画像フィルタやレイヤー機能搭載。
「筆まめワードエフェクタ」 文字の変形、加工。
「筆まめ３Ｄエフェクタ」 文字を簡単に立体表現化。
「筆まめ画像エフェクタ」 複数の写真や文字の合成画像を作成。
「イメージファイルブラウザ」 画像ファイルの一覧、整理、検索に。
「筆まめマップメーカー」 搭載した主要地域の道路地図データから地図を作成。
「筆まめカレンダー」 カレンダーの作成。
「筆まめ代筆ライター」 豊富な文例を選ぶだけで手紙を作成。

2.小冊子「年賀状作成ガイド」を同梱
筆まめで「年賀状」を作るための小冊子を同梱。インストールから住所録作り・文面作り・印刷までをわかりやすく解
説します。
筆まめ Ver.15 の新機能
1.和の色調で一新した、ユーザにやさしいインターフェース （改良）
全体の色調やアイコンなどのデザインに落ち着いた和の雰囲気を取り入れ、上品で親しみやすい画面デザインに
一新。ユニバーサルデザインの概念に基づき、より多くのユーザにやさしいインターフェースの改善に取り組みました。
イメージを具体化し大きく表示したアイコン、はがき以外の各ジャンル（封筒、往復はがき、名刺、ラベルなど）作成へ
の誘導が改善され、筆まめは初めてという方もより使いやすくなりました。もちろん既存ユーザの方も基本操作はそ
のままに、より洗練された操作性を実感できます。
2.筆まめとケータイ・バーコード（QR コード）※1 の新しい提案 （新機能）
※Link to DoCoMo ブランドプログラム申請中（※2）
住所録情報（氏名/フリガナ/TEL/E-mail）をケータイ・バーコードに変換してはがきに印刷できます。自分（差出人）
の情報をバーコード化してはがきに印刷すれば、受け取った方は携帯電話（※3）でバーコードを読み込むだけでアド
レス帳に登録できます。携帯電話にいちいち入力する労力は要りません。2,200 種類の印刷用紙に対応している筆ま
めなら、ビジネスで活躍するバーコード付き名刺も簡単に作成。さらにフリーワードにも対応しているので、URL やオ
リジナルメッセージを埋め込んだバーコードを作成でき、用途はさらに広がります。
また、筆まめ Ver.15 には各ジャンルから抜粋した「お年玉キャンペーンサイト URL」のバーコードを収録。作成した
年賀状にキャンペーン用バーコードをプラスして印刷すれば、オリジナルのお年玉付き年賀状を作ることができます。
（※1 携帯電話で読み取れる QR コード。小さなスペースに数字・英字・漢字・カナ・ひらがな・記号などの大量のデータを集積できます）
（※2 「Link to DoCoMo」は、NTT ドコモが推奨する製品に付与するブランドロゴの名称です）
（※3 アドレス帳の登録は NTTDoCoMo のバーコード読み取り機能がある携帯電話でご使用いただけます）
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3.デジカメやケータイカメラで撮影した写真を気軽に使う「デジカメ・携帯一発取り込み」 (新機能)
デジカメや携帯電話で撮影した写真をメモリカードに保存。その場でメモリカードをパソコンにセットするだけで、画
面上にサムネイルが自動表示され、直接筆まめ文面に貼り付けられるよう手順を単純化しました。年賀状や名刺、ラ
ベルなどのオリジナルグッズの製作に、気軽に写真を取り入れることができます。
4.他ソフトで作成した住所録を活用する「他ソフト住所録簡単コンバート」 (新機能)
他のソフトで作った住所録を無駄なく活用させる取り込み機能「他ソフト住所録簡単コンバート」を搭載。面倒な割付
操作を簡略化し、筆まめ形式にしっかり割り振ります。すぐに筆まめ住所録として使用できるので、忙しい年末でも大
幅に時間を短縮できます。
ダイレクト読込み可能なソフト
筆王 Ver.2/3/2000〜2004､宛名職人 2000〜2004、宛名職人 2000〜2003、はがきスタジオ/2/2000〜2004、楽々はがき 2000〜2004、筆ぐるめ
Ver.5.0 〜 11 、 筆 休 め

2000 〜 2002/Ver.7 、 筆 自 慢

11/12/14/2001 〜 2004 ､ Microsoft

Excel95/97/2000/2002/2003 、

Access95/97/2000/2002/2003､Windows アドレス帳（OutlookExpress）､Lotus1-2-3

5.ご希望の収録素材を検索する「コンテンツ検索機能」を強化
DVD 版 21,000 点（CD-ROM 版 9,200 点）にも及ぶ膨大なイラスト、デザインなどの素材から希望のテイストを検
索する機能を強化しました。インターネット感覚でキーワード入力すれば該当の素材を検出します。
6.一つ一つが高品質、個性豊かなフォントが 132 書体に増量
筆まめの定番・美しい毛筆の「流麗行書体」、流行の独創的なデザイン書道風「バジョカ廉書体」、流れるようなひら
がなの続け字を表現する「連綿体」など、他にはない高品質なフォントが合計 132 書体収録。
主な特徴_住所録
1.筆まめの基本・住所録
長年ユーザからのご要望に真摯に対応してきた「筆まめ」の親切設計を随所に反映した住所録機能。3 つの高性能
辞書の働きで住所入力の手間を軽減し、キーボード操作が苦手な方も安心。件数の多い住所録をまとめて作成する
時ほど、そのスピードが実感できます。通常の住所の他、海外用住所の入力にも対応。また住所録の高速起動（デス
クトップ住所録）にも対応しており、ビジネスでもプライベートでも年間を通じて大変便利に活用できます。
2.最新の郵便番号辞書、個人法人電子電話帳で確かな住所表示
最近行われた市町村合併による郵便番号や地名の変更にも対応した、最新の「7 桁郵便番号辞書」を搭載（約 14
万件）。郵便番号の入力だけで、該当する住所の市町村までを自動的に入力。あとは丁目や番地などを入力するだ
けで、簡単に住所録を作成することができます。また、電話番号の入力だけで、郵便番号、住所、氏名まで自動入力
される「個人・法人電子電話帳」も最新版を搭載しています（約 3,600 万件）。以前作成した住所録も、ワンクリックだけ
で最新の状態に更新できるので、今年の年末もしっかり活用できます。
※7 桁郵便番号辞書（2004 年 6 月 30 日公開版）／個人・法人電子電話帳（2004 年 7 月版）
3.難読人名も変換できる姓名辞書を拡張
44 万件の姓名辞書で、難しい人名の入力をサポート。「髙橋」など通常では変換されない姓名も、人名に特化した
高い変換率で選択候補に挙がります。
4.細かな設定が可能な「顧客管理データベース」
入力フォームは「個人用」「会社用」など用途に合わせて 9 パターンご用意。さらに使いやすいように個人で入力方
法をカスタマイズすることも可能です。一度作成した住所録は「並び替え」「検索」「抽出」「グループ分け」など細部ま
で設定可能で、顧客管理ソフトのデータベースとしての活用にも適しています。
5.はがき、封筒、ラベルなど 2,200 種類の印刷用紙に対応
印刷対応用紙が 2,200 種類と大幅に増加しました。市販の用紙に対応したレイアウト枠を筆まめで表示し、印刷ミ
スを防ぎます。タックシールや名刺など住所録と連動した実用的な用紙、また CD レーベルやうちわのような位置あ
わせが難しそうな用紙などもおまかせ。はがき作りだけでなくラベルメーカーとしても十分に活用できます。
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主な特徴_文面編
1.多くのユーザの要望に応える高品質なイラスト・デザイン
2005 年の干支「酉（とり）」を中心に、十二支すべてのイラスト、文面デザイン、写真、その他の素材を厳選しました。
会社関連や儀礼的な場面で失礼のない滋味あるフォーマル系、ビジュアル重視のプライベート系など、この一本でい
くつものニーズに対応。年賀状や暑中見舞いのはがき文面デザインでは、デジカメやカメラ付き携帯電話の写真とあ
わせて使える「はがきデザイン（デジカメ用）」を特に増量しました。さらに通常の文面デザインの他に、アーティストデ
ザイン、エコデザインなど様々なタイプのデザインを揃えています。もちろん年賀状だけでなく、春夏秋冬の時候のイ
ベント、名刺やラベルシール、のし、賞状など、一年間を通して使える素材も豊富です。
アーティストデザイン
水墨画からフェルト作家まで、11 名の著名アーティストによる文面デザインを収録。筆まめだけのオリジナルデザインです。そのまま印刷するだ
けで、センスのよいポストカードになります。
エコデザイン
筆まめに収録している「そのままデザイン」の平均的なデザインと比較して、インクジェットプリンタのインク消費量を１／５に抑えた年賀状デザイ
ンを約 50 点収録。筆まめの文面デザインの品質を維持しつつ、インク消費量を減らしたい方に最適のデザインです。

2.タイプに合わせて選べる文面作成コース（特急デザイナー／レイアウトデザイナー）
筆まめの文面デザインでは、自由にデザインする他に便利な文面作成コースを 2 パターンご用意しました。
特急デザイナー
すぐに年賀状を作りたい方にお薦めのコース。画面に沿ってそのままデザインを選ぶだけで文面が完成。デジカメ写真やイラストの追加、文章
の編集などが可能なので、他人と全く同じ年賀状を送ってしまう心配はありません。年賀状作成のみだった Ver.14 から、新たにラベル作成にも
対応しました。
レイアウトデザイナー
お好みのイラストや文字をいろいろなレイアウトパターンで組み合わせられるコース。同じイラストや文字を使ってもレイアウトによって印象は
様々。お好みの素材を枠にはめていくだけの簡単操作です。

3.写真をキレイに補正してから年賀状にできる「デジカメ！ナイスショット 2」
筆まめ Ver.14 ユーザからのアンケート回答で好評だった画像補整ソフト「デジカメ！ナイスショット」を、機能を向上
させて Ver.15 にも搭載しました。「デジカメ・携帯一発取り込み」機能、画面に沿ったボタンクリックだけで失敗写真を
修復する特急レタッチ機能を追加。また、市販デジカメ最大級の 1,300 万画素(13 メガピクセル)に対応しています。
4.艶やかな金文字で文面を飾る「金筆（きんふで） for 筆まめ」
こちらも筆まめ Ver.14 で好評だった「金筆 for 筆まめ」を引き続き搭載。ご家庭のプリンタで金色（疑似）の文字印刷
を実現します。フォントは自由に設定できます。
N o.1 ソフト「筆まめ」だからできる人気ソフト、サービスとの連携
1.人気他社ソフト・サービスとの連携で、筆まめの可能性はさらに広がります
社会が認めたトップブランド筆まめだからこそ、他社ソフトとのスムースな連携が実現されています。地図ソフトの
「電子地図帳 Z[zi:]シリーズ」（ゼンリン）、「プロアトラス W3」（アルプス社）、「MapFan.net Ver.4.5」（インクリメントＰ）
各ソフトでは、筆まめの住所録情報を活用し地図を閲覧することができます。また地図ソフトを持っていなくても、筆ま
めの住所録や「筆まめテレガイド」からインターネット経由で、地図検索サイト「MapFan Web」（インクリメントＰ）での
地図の利用ができます。また住所から最寄り駅を自動検索、経路探索できる「駅すぱあと」（ヴァル研究所）、氏名から
電話番号、住所、郵便番号を検索できる「写録宝夢巣 Ver.7」（日本ソフト販売）とも連携しています。
高画質な印刷を注文できるオンラインプリントサービス「フジカラーポストカード」（フジフイルム）、「Kodak デジタル
サービス」（コダック）、「百年プリント＠コニカミノルタ」（コニカミノルタフォトイメージング）、「Yahoo!フォト」（ヤフー）各
社に筆まめ文面デザインは対応しています。
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基本仕様
■住所録機能
処理件数

住所録：100,000 件／1 ファイル、差出人：30 件

住所録項目

個

人：フリガナ､氏名/敬称/旧姓/続柄/性別/誕生日/自動表示（年齢/干支/星座）/血液型（連名 5 名）､〒､住所 1/2､
TEL/FAX/携帯電話/PHS/その他（うち 4 項目選択）､e-mail アドレス､URL､メモ､最寄駅､緯度経度

会 社：フリガナ､会社名､部署名 1/2､役職名､〒､住所 1/2､TEL/FAX/携帯電話/PHS/その他（うち 4 項目選択）､e-mail アド
レス､URL､メモ､最寄駅､緯度経度
予備住所：住所種別､〒､住所 1/2（海外郵便の場合は宛先、アドレス）､TEL4 項目､最寄駅､緯度経度
その他：分類､登録・更新日､備考 1〜5､マーク 1〜5､イメージデータ､年賀状/暑中見舞いなど 6 種類の出・受・喪中記録と宛
名毎の一言を 16 年間表示・管理､宛名毎のレイアウト指定､宛名毎の差出人指定
差出人項目

氏名、フリガナ(氏名のみ)､旧姓・年齢など（連名 5 名）､〒､住所 1/2､会社名､部署名､役職名､TEL/FAX/携帯電話（項目名

住所録ファイル互換

入出力：筆まめ Ver.13/14､筆まめ BB､筆まめベーシック､ContactXML1.1a､テキストファイル（CSV 形式､TAB 区切り､空白

は変更可）､e-mail アドレス､ URL、海外郵便用リターンアドレス､最寄駅
区切り）､J アドレス（標準住所録データ形式）､ vCard 形式､Outlook97/98/2000/2002/2003､オーガナイザー2000/2001
入力のみ：DOS 版筆まめ､筆まめ for Windows/ Macintosh､筆まめ Ver.6〜12､筆王 Ver.2/3/2000〜2004､宛名職人
2000〜2004､はがきスタジオ/2/2000〜2004､楽々はがき/2000〜2004､筆ぐるめ Ver.5.0〜11､筆休め 2000〜
2002/Ver.7､筆自慢 11/12/14/2001〜2004､Microsoft Excel95/97/2000/2002/2003､Access95/97/2000/2002/2003､
Windows アドレス帳（OutlookExpress）､ Lotus1-2-3
■文面作成／印刷
BMP（DIB 形式）/WMF/EMF/JPEG/PNG/コダックフォト CD/Exif2.2 の取り込み､クリップボード経由でのイメージデータ

イメージ

貼り付け
入出力：筆まめ Ver.13/14､筆まめ BB､筆まめベーシック

文面ﾌｧｲﾙ互換

入力のみ：筆まめ for Windows､筆まめ Ver.6〜12
■搭載辞書

郵便番号辞書（約 14 万件）、姓名辞書（約 44 万件）、地名辞書（約 12 万件）、個人・法人電子電話帳（約 3,600 万件）

■付属ソフト（15 本）

携帯!メモリ マッハ CARD リミテッド、金筆 for 筆まめ、イメージファイルブラウザ､デスクトップ住所録､筆まめペイント､筆ま
めワードエフェクタ､筆まめ 3D エフェクタ､筆まめ画像エフェクタ､筆まめカレンダー､筆まめマップメーカー（筆まめマップビュ
ワー付属）､筆まめテレガイド､筆まめメール（メールアドレス帳､顔／絵文字ツール付属）、デジカメ！ナイスショット 2、筆まめ
代筆ライター、PDA 連携ツール（WindowsCE 同期ツール､Palm 端末連携ツール）

■搭載フォント（132 書体）
和文 28 書体

CRC&G 流麗行書体、CRC&G 流麗太行書体、CRC&G 由紀葉太楷書体、CRC&G 行刻、CRC&G ブーケ、CRC&G れ
いしっく、CR バジョカ廉書体、HG 曲水 M、HG 白洲行草書体、HG 有澤楷書体、HG 高橋隷書体、HG 千葉ペン字体、HG
篆書体、HG 創英丸ポップ体、HG 創英角ポップ体、HG プリティフランク H、AR 勘亭流H、AR 行楷書体H、AR 宋朝体M、
AR 丸ゴシック体 M、AR ゴシック体 S、AR 新藝体 E、AR 明朝体 U、AR 浪漫明朝体 U、AR ハイカラ POP 体 H、ARPOP
体 B、AR 板体 B、AR マッチ体 B

連綿体 3 書体

CRC&G 流麗連綿体､ AR 行楷連綿体 L､AR 行楷連綿体 H

欧文 60 書体／数字 41 書体
■対応サービス(4 種類)

フジカラーポストカード、Kodak デジタルサービス、百年プリント＠コニカミノルタ、Yahoo!フォト

■収録素材数

イラスト
写真
そのままデザイン（括弧内はアーティスト年賀状）
ペーパークラフト
計

DVD 版

CD-ROM 版

18211

7200

1200

850

1500(150)

1000(150）

220

150

21,000

9200

■収録フォント数（CD-ROM 版／DVD 版共通）
和文フォント（連綿体 3 書体を含む）

31 書体

欧文フォント

60 書体

数字フォント

41 書体

計

132 書体

6

動作環境
基本ソフトウェア

Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/Me /2000 Professional /98 日本語版（以下、Windows と表記）
※Windows2000/XP の場合は管理者権限でのみ使用可能です。
※Microsoft Internet Explorer 6.01 Service Pack 1 以上が必要。
《Windows95/NT4.0 には対応していません》

コンピュータ本体

Windows が稼働するパーソナルコンピュータ（PentiumⅡプロセッサ以上を推奨）

メモリ

128MB 以上を推奨

ハードディスク

CD-ROM 版:300MB 以上／DVD 版 400MB 以上の空き容量が必要（かんたんインストール）
※Windows がインストールされているドライブに、130MB 以上の空き容量が必要

ドライブ

CD-ROM 版：CD-ROM ドライブ、DVD 版：DVD-ROM ドライブ
※ロングファイルネームに対応していることが必要

ディスプレイ
プリンタ

解像度：800×600 以上、ハイカラー以上が表示可能な Windows に対応しているもの（解像度：1,024×768 以上を推奨）
Windows で使用可能で、はがき印刷が可能なプリンタおよびプリンタドライバ
※同様に、往復はがき・封筒・タックシールなどに印刷する場合は、その用紙に印刷可能なプリンタおよびプリンタドライバ

対応機器
PalmOS3.5 以上搭載機

SONY

CLIE(PEG-S300/S500C/N600C/N700C/N750C,PEG-T400/T600C/T650C,PEGNR70V/NR70,PEG-NX70V/NX60,PEG-NZ90,PEG-NX80V/NX73V,PEG-TJ37/
UX50)

PalmComputing

PocketPC(WindowsCE3.0

m100/m105/m130/ m500/m505 日本語版

IBM

WorkPad c505

Handspring

Visor Edge/Prism/Platinum

COMPAQ

IPAQ Pocket PC(H3630/H3660/H3850/3870/h1920/h5450/H3950/H3970)

CASIO

CASSIOPEIA(E-700/750/2000/E-3000)

東芝

GENIO (e550/e550X/e550G/e550C/e550GD/e550GX/e550GXMD/e400)

以上)搭載機

NEC

Pocket Loox FLX3A/FLXV7

HP

Jornada 525/iPAQ Pocket PC h4150

富士通

Pocket Loox FLX3A/FLXV7

※「ザウルス連携」「オートダイアラー」機能には対応していません

対応用紙
■対応用紙（2,200 種類）
年賀はがき、普通はがき、さくらめーる、暑中見舞用郵便葉書、はあとめーる、エコーはがき、絵はがき、往

はがき

復はがき､4 面連刷はがき
長形 2~4 号、角形 2~8 号、洋形 1~４号

封筒
ﾀｯｸｼｰﾙ

ｴｰﾜﾝ

28177/8,28183/4,28362

〜

9,28370/9,28382

〜

9,28390/9,28451/6,28461,28642

〜

9,28650/9,28724/7,28767,28779,28780〜2/7,28857/8,28860/6/7/9,28911/2/4〜6/8/9,28920/2〜4/6〜
8,28930 〜 2/4 〜 6/8/9,28940/2 〜 4/6 〜 8,28950,29191 〜 3,29233,31145 〜 7,31275 〜 7,31303 〜
9,31310,31323

〜

9,31330/3

〜

7/9,31340/3

〜

8,31362/4/5/7,31382/4/5/7/8,31503/5/7/9,31511/3,31642/4/5/7,51701〜20
ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99305,C99508/9,CL7760,CL78382,EM8160,EM88919,EM88927,J8359,J8360

〜

3/5,J88911/-5S,J88915/9,J88923/7,J88935,J88943,L7159,L7160 〜 6,L7172/3,L78382 〜 4/6 〜

7

8,M88177,M88183
ｴﾚｺﾑ
ｺｸﾖ

EDT-KNM15〜7
KJ-2162

4N/5,KJ-2762

〜

〜

5,KJ-80857/8,KJ-80866/7,KJ-80911/2/5/6/9,KJ-80920/3/4/7/8,KJ-80931/2/5/6/9,KJ-80940/7/8,KJ-8
159,KJ-8160-100,KJ-8160

2/3/5N,KJ-8161/3/5-100,KJ-G2112

〜

5,KJ-G2512

〜

〜

5,KJ-G8160-10/-50,KJ-W80866/7,KJ-W80911/2/5/6/9,KJ-W80920/3/4/7/8,KJ-W80931/2/5/6/9,KJW80940/7/8,KPC-80171 〜 4/7 〜 9,KPC-80180 〜 2/5 〜 9,KPC-80190,KPC-80311 〜
6,KPC-HGB861,KPC-HOP861,LBP-7159N,LBP-7160

〜

6N,LBP-7172/3N,LBP-7560N,LBP-7563,LBP-80362 〜 7/9,LBP-80382 〜 7/9,LBP-80642 〜
7/9,LBP-A91

4,LBP-A191

〜

〜

4,LBP-A691

〜

4,LBP-F191

〜

4,LBP-F691

〜

4,LBP-F1592,LBP-F2592,LBP-F7159-20/-100,LBP-F7160-20/-100/-500,LBP-F7161-20/-100/-500,
LBP-F7162-20/-100,LBP-F7163-20/-100,LBP-F7164-20/-100,LBP-F7165-20/-100,LBP-F91/2/4,LB
P-F92-2,LBP-F94-2,タイ-2161N-W,タイ-2168N-W
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-TA10A/16/18/21,TA-401A/-01/-5,TA-402A/-01,TA-GLP12/21,TA-LP10/12/16/18/21/24,TA-LP121/-5,TA-LP16T/-1,TA-LP24-05,TA-LP24J/-05,TA-LPCL2,TA-LPHOGO

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJ-2/11/17/22/23,CL-2/11/17/22/23,MCL-2/11/23,SCJ-2/11/17/22/23,SCL-2/11/17/22/23

ﾆﾁﾊﾞﾝ

ML-401 〜 3,ML-601 〜 6,ML-701 〜 6,ML-902/3,ML-902/3M,MLLP-601 〜 6,ML-R401 〜
3,ML-R902/3M

ﾋｻｺﾞ

EGB861/3,EOP861/3,GB1983

〜

6,GB861/A/C/DX/P/Y,GB863,GB961,LB861DX,OP1983

〜

6,OP861/A/C/DX/P/T/W/Y,OP863/8,OP961,PGB861,POP861,SB1983/4,SB861/DX,SB863,SB961,
WGB861/3,WGB868,WGB881/3/8,WGB983/4,WOP861/3/8,WOP881/3/8,WOP983/4
PLUS

IT-551 〜 8,IT-551 〜 8T,IT-563/T,IT-651 〜 3G,IT-651 〜 3GT,LT-501 〜 8,LT-501 〜 7E,LT-501 〜
7ET,LT-501 〜 3R,LT-501 〜 3RS,LT-501 〜 3RT,LT-501 〜 8S,LT-501 〜 8T,LT-501 〜 3W,LT-501 〜
3WT,LT-513/S/T,ML-501〜8R,ML-501〜8RS,ML-501〜8RT,ML-513R/RS/RT

LION

CF-A4C08/12/24,CF-A4W08/12/24,IJ-208L/212/215/215L/224,LJFCT-10A408/12/24,LJFWT-10A4
08/12/24,LJR-7206/7308,LP-208/C/F,LP-210/2/4,LP-221,LP-232/3,LPR-3204〜8,PD-208B/210A

ﾘｺｰ

名刺

PPC 用紙タイプ SA(A4),PLC-A4

その他

A4 判 20 面

ｴｰﾜﾝ

29221,29339,30301/2,51002〜4/6/7,51011/3/5,51021/3/5,51031〜9,51040〜9,51050/2〜5,51071〜
5,51085,51091/3,51127 〜 9,51130 〜 2,51149,51150,51167,51181 〜 7,51191,51222,51242,51261 〜
4,51267/8,51271

〜

9,51280

〜

4,51291

〜

6,51321

〜

7,51401

〜

5,51411

〜

5,51421/2,51431/2,51441/3,51451〜4,51505,51510/5,51520,51981/2
ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C91131/DCE/T,C91149/T,C98201H,CL21149CE,CL71131CE/DCE,CL71149CE,CR-2SA4NX10,J2
1013/5/6,J21031T,J21033/DCE/T,J21131/CE/DCE/T,J21149/CE/T,M21131/CE

ｴﾌﾟｿﾝ

KNC10PP

ｴﾚｺﾑ

MT-A440BUN/GREN/PN/YN,MT-A450KB/KBE/KG/KP/KPU/MB/MG/MP/MPU/MY/PB/PBE/PG/
PW/PY,MT-A480WN,MT-HMK2WN/WNZ,MT-HMN1IV/IVZ/WN/WNZ,MT-HMN2IV/IVZ/WN/W
NZ,MT-HMS1

〜

6/0/10,MT-JMN1IV/IVZ/WN/WNZ,MT-JMN2IV/IVZ/WN/WNZ,MT-KA440W,MT-KMN2WN/WNZ
,MT-KMS1〜6/9/10
ｺｸﾖ

KJ-10

〜

3,KJ-4010/4110,KJ-G4010/4110,KJ-H4010/4110,KJ-V10/80/85,KJ-VC10/110,KJ-VG10/80,KJ-VG
C10,KJ-VHC10/80,KJ-VPC10/80,KJ-VT10B/G/P/W/Y,KPC-W10,LBP-10N,LBP-15,LBP-V80,LBP
-VC10/15/80/85,LBP-VCS10/15,LBP-VG10/80,LBP-VP10/80
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-HMC10/Q,JP-LM01/3,JP-MC10A/CC/EW/EY/K,JP-MC8/K,JP-MCE05

〜

7,JP-MCE05-3,JP-MCMT01/-5,JP-MCMT02/-3,JP-MCMT03,JP-MCMT04/-5,JP-MCMT08/9CC,J
P-MCBL2/MCBOKO/MCMARU/MCMARUGK/MCMARUK/MCP2/MCSOFT/MCWASHI,LBP-M
MC10/K
ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJC-2/4/5,CJCW-2P/W,CLC-2,SCJC-2/4,SCJC-5,SCJK2/4/7,SCJN-2〜5,SCJQ1/2

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-60〜3,PC-64/-80/-500,PC-65/-80/-500,PC-66〜9,PC-73,PC-90/-100/-500,PC-91/-100/-500,PC-92

ﾋｻｺﾞ

BM101

〜

4/7/8S,BM111

〜

4/7/8S,BM310

〜

9NS,BX01

〜

9S,BX05

〜

8/L,CJ160/1S,CJ560/1S,CJ600/2S,CJ900/1S,CJ910/1S,CJ930S,ECJ10/1S,ELP10/1S,LP10/1NS,L
P930M
PLUS

IT-110KN/-M/-W,IT-110N-M,IT-120/5N,IT-150KN/-M,IT-150N-M,IT-324J-N,IT-324K-N,IT-324KNW,IT-500KN-M,IT-500N/-M,IT-W110KN/-G/-M,IT-W110KN-W,IT-W150KN,IT-W151KN

ﾘﾌｨﾙ

LION

LJR-7205,LPR-3205B

ﾋｻｺﾞ

BM330S,BM340S,CJ220/1S,CJ760/1S,OP2200,OP2210,OP2300,OP2310
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ﾋﾞﾃﾞｵﾗﾍﾞﾙ

ｴｰﾜﾝ

28856,29227/9,29306〜8,29313/4,29342/3,29362/3,29373/4,31131/3,31273,51226,29351/3

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99308/R,C99501/R,C99503/R,J8771/4,L7671/4

ｴﾚｺﾑ

AVT-KH10,EDT-KDV1〜3,EDT-KVT1/2/3S/4/5/8/9

ｺｸﾖ

KJ-8671/4N,KJ-G4201,KJ-G6315,KJ-G6335,KJ-W80227/9,KJ-W80856,LBP-7671/4N,

タ

イ

-6110-W
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

LB-HVJP/K3,LB-VJP1/1K/2

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJ-16/21,CL-16/21,MCL-16/21/25,SCJ-16/21/25,SCJH8/8R/9/9R/11/11R/22F,SCL-16/21/25

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-27/28/37/43

ﾋｻｺﾞ

CJ1881〜3S,CJ2881〜3S,CJ2891/2S,GB1976/7,OP1976/7,OP876/7

PLUS

IT-551〜7ML,IT-560,IT-561/2ML

LION

IJ-208,LJR-7108,LPR-3108

ｴｰﾜﾝ

29311/2/7,29344/5,29352,29364/5,29376,31274,51228

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99309/R,C99502/R,C99507/R,C99515H

ｴﾚｺﾑ

ACT-KH10,EDT-KCT1/KFM1/KMD1/KMD2,MDL-KH20

ｺｸﾖ

KJ-G6415

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

LB-HMDJP/K/K2

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJ-13,CL-13,SCJ-13,SCJH10/R,SCL-13

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-38

ﾋｻｺﾞ

CJ1880S,CJ2880S,CJ2890S,CJ3880S,CJ4880S,GB1979,OP1979

PLUS

IT-553ML

LION

LJR-7215,LPR-3215

FD/MO/ZIP ﾗ

ｴｰﾜﾝ

28769,28789,29080〜5,29090,29231,29309,29316,29346,29366,29375,31272

ﾍﾞﾙ

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99309/R,C99316,J8766,L7664〜9

ｴﾚｺﾑ

EDT-KFM3,FML-KH310/KHF320/KHM320,MDL-KH20

ｺｸﾖ

KJ-8666N,KJ-G4200,KJ-G6215,LBP-7664/6N,LBP-7668,LBP-A695,タイ-6140-W,タイ-6150-W

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

LB-35JP/F/K,LB-H35JP/K

ｵｰﾃﾞｨｵﾗﾍﾞﾙ

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJ-3/8/12/24,CL-3/8/12/24,MCL-3,SCJ-3/8/12/24,SCJH3/15R,SCL-3/8/12/24

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-24/25/42/44/45

ﾋｻｺﾞ

CJ852S,CJ1884S,CJ2884/6S,GB1974,GB1988,OP960,OP1974,OP1988

PLUS

IT-151ML/551ML/552ML/559,LT-509

LION

IJ-206,LJR-7305B,LPR-3305B

ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞﾗﾍﾞ

ｴｰﾜﾝ

29377〜9

ﾙ

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99504/5

ｴﾚｺﾑ

EDT-KNM14

ｺｸﾖ

KJ-G6225/G6235/G6245

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

LB-MEMJP15/PKJP13/SMDJP14

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

SCJH13/4R

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-40/41

ﾋｻｺﾞ

CJ1840/1S,CJ2893S

CD-R/DVD ﾗ

ｱｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

2021/5

ﾍﾞﾙ

ｴｰﾜﾝ

29121〜5/7,29131/3/5/7/8,29141/3/5〜7/9,29315,29324/5,51153/7〜9,51160,51990

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C9357/T,C9358,C9661,C95461,C95661/PBL/PGN/PPK/PWH,C96461,C96516 〜 8,C96663 〜

ｴﾚｺﾑ

EDT-CDRKT/2,EDT-HCD10/20/25/30,EDT-KCD1S/2J/3/4/5J/6S/7J/8

5,C99315,C99324/5H,C99506,J8761,J87461,S4500,S5000,S5400/1,S5500
〜

10/13/14/15J/20

〜

28/30,EDT-MCD10/10K/20/20K,EJP-CLK
ｺｸﾖ

KJ-C111-10,KJ-C112-10,KJ-C2110L/S,KJ-C2112-5,KJ-C95461-5/-10,KJ-CF2410S,KJ-CG111-10,
KJ-CG112-10,KJ-CG2110L/S,KJ-G4202/3,KJ-G6325,KJ-G6425,KJ-J87461-10,LBP-7660,LBP-C1
11-10,LBP-C112-10,LBP-C2110L/S,LBP-C2112-5,LBP-CF2410S,LBP-CG111-10,LBP-CG112-10,L
BP-CG2110L/S

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-DVD6

〜

10,JP-FCD3

〜

6,JP-IND/3/GK/GK2/GK4/K/K2/K4,LB-CDR9/001

〜

011/JP/JP2/JP3/JP4/JP5/JP6/JP7/JP8/JP10/JP11/JP12BL/JP12G/JP12P/JP20/JP21/JP22/JP23/J
P24/JP25/JP26/JP27/JP28/JP29/JP31/JP32/JP230/JP315/JP-30/JP-50/JP-100,LB-INDK5
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ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

MCL-29,SCJ-29,SCJ29F,SCJC-6,SCJH29F,SCJR-1〜4,SCJR1〜4F,SCL-29,SPJC-1/3

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-39

ﾋｻｺﾞ

CJ184S,CJ593/S,CJ594S,CJ691〜5S,CJ844S,CJ1888S,CJ2843E,CJ2843〜7S,CJ2848HP,CJ2887

PLUS

IT-558/9ML,IT-560/3〜8ML

ｴｰﾜﾝ

51077,51109,51110,51135/7/9,51141/3,51151,51161/2,51213,51223,51331/2,51381 〜 3,51471 〜

〜9S,CJ2894/5S,CJ3843/4S,CJ4843/4/6/7S,CJ5800S,GB1975,HA02/3,LP844S,LP894/5S,OP1975
ｶｰﾄﾞ

9,51501/3/4/6/8/9,51511/3/4/6/8/9,51521/4/7,51530,51701〜20
ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

J21135

ｴﾚｺﾑ

MT-2F20,MT-3F50,MT-5F50,MT-HCS5

〜

9,MT-HMS7/8,MT-JMS7/BU/GN/PN,MT-JMS8/BU/GN/PN,MT-KMS7/8
ｺｸﾖ

KJ-B10〜3,KJ-C10〜3,KJ-D10〜3,KJ-E10〜3,KJ-F10〜3,KJ-G4030/1,KJ-W80907/8

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-FR1,JP-HKSEC4〜7,JP-LM02

ﾋｻｺﾞ

BM120

2S,BM130

〜

〜

2S,CJ121S,CJ131S,CJ151S,CJ521/5S,CJ531S,CJ551S,CJ601/3/5/6S,CJ766S,GB1215/6,OP1215/
6,PK101/2S
PLUS
ﾈｰﾑﾗﾍﾞﾙ

ｴｰﾜﾝ

IT-152KN,IT-W152KN
28768,28788,28861 〜 5,29194 〜 6,29235/7/9,29241/3/5/7/9,29251/3,29302 〜 5,29310/8,29335 〜
8,29340,29501〜5,30532〜7,31135/7/9,31141/3/8/9,31150,31278/9,31280

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99302〜4,C99318,C99335〜7WF,C99510〜2,J8371,J8751/6,L7170/1,L7651/6,L7680,L7690

ｴﾚｺﾑ

EDT-KFM2,EDT-KNM1/2/5〜13/18〜20

ｺｸﾖ

KJ-6614,KJ-6625,KJ-6635,KJ-7011T/3,KJ-7021T/3,KJ-7031T/3,KJ-80191/2/4/5,KJ-80814/6/8,KJ80943/4,KJ-8651/-100/N,KJ-8656,KJ-G6015,KJ-G6025,KJ-G6035,KJ-W80943/4,KPC-F85/FL85/
F105,LBP-7168N,LBP-7170/1N,LBP-7651/6N,LBP-7665/7N,LBP-80135/7/9,LBP-80141/3,LBP-80
368,LBP-80388,LBP-80648,LBP-A96,LBP-A196,LBP-A696,LBP-F196,LBP-F1596,LBP-F2596,L
BP-F2796C,LBP-F28368,LBP-F28388/-500,LBP-F696,LBP-F7166-20/100,LBP-F7168-20/-100,LB
P-F7651-20/-100,LBP-F7656-20/-100,LBP-FGB871,LBP-FOP871,LBP-G1902/4

〜

6/8,LBP-G1910/2〜4/6/8,LBP-G1920/1/4/7,LBP-G6902/4〜6/8,LBP-G6910/2〜4/6/8,LBP-G6920/1
〜4/7,LBP-G902,LBP-G910/2,LBP-G921/4,タイ-6160-W,タイ-6170-W,タイ-6180-W,タイ-6190-W,タイ
-6200-W,タイ-6210-W,タイ-6220-W,タイ-6230-W
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ
ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

LB-NAMEJP16〜23/16〜18T/16〜18TC/17FN/22FN/25〜27FN,LB-PKJP7,TA-GLP44,TA-LP44
CJ-4/9/10/14

15,CL-4/9/10/14/15,MCL-4/9/14/15/27,SCJ-4/9/10/14/15/26

〜

〜

28,SCJH4/4F/12/12F/17F〜21F,SCL-4/9/10/14/15/26〜28
ﾆﾁﾊﾞﾝ
ﾋｻｺﾞ

PC-1〜3,PC-5〜13/21/51/52/1101〜1104
CJ2310

〜

5S,CJ5310

〜

5S,CJ880S,GB871,GB900/1,OP1900

〜

7,OP1916-N,OP1917-N,OP1918-N,OP871,OP900〜2,SB871
PLUS

IT-551NA-G/NA-M/NL,IT-552NA-G/NA-M/NL,IT-553〜5NL,IT-561NA-GL/-SI/-W

LION

IJ-212L/216L/232/233/235L,JPR-3408,LJH-8204/8305/8508,LJR-7106/7305/7408/7409/7414/7419,

ｴｰﾜﾝ

51171/3,51341〜5,51351〜3,51361〜5,51371〜5

ｴﾚｺﾑ

MT-KPH1〜5

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-FR3UGK/LM04

LP-248,LPR-3106/3115/3305/3311/3409/3414/3419/3508
写真

写真ｼｰﾙ

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

SCJQ6,SPCJ-4〜6

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-70〜72/74〜76

ﾋｻｺﾞ

CJ700NS/S,CJ705NS/S,CJ706NS/S,CJ707NS/S,CJ708NS

その他

L 版,2L 版,KG 版,キャビネ版

ｴｰﾜﾝ

28394/6/8,28814/6/8,29223/5,29330〜2,29392/6/7,29401〜10,51354

ｴｲﾌﾞﾘｨﾏｸｾﾙ

C99513H/HF,IJ-PPFH/PPMH

ｴﾚｺﾑ

EDT-KF1〜10,EDT-KF1F,EDT-KNM3/4

ｺｸﾖ

KJ-7511T/7513/G2450/G6515/G6525/G6535/G6545,LBP-7630,LBP-F2450/C/K/T

ｺﾆｶ

QP5PHGMT2/16

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

LB-PKJP1/2/4〜10

ﾅﾅｸﾘｴｲﾄ

CJ-5/6/18〜20,CL-5/6/18〜20,MCL-20,SCJ-5/6/18〜20,SCJH1/1F/2/5/23,SCL-5/6/18〜20

ﾆﾁﾊﾞﾝ

PC-29/31/34〜36/50/141/151/161

ﾋｻｺﾞ

CJ860/3〜8S,CJ870/3〜5S,CJ881〜3S,CJ2860/3/5/7/8S,CJ2870/3/5S
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グッズ

LION

IJ-234L,LPR-3506

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ

JP-CALSET25/26,JP-UTIWA1/1LB/2/2LB/3/4/6/G1/G2/G3
A3/4/5/6、B4/5、フリーサイズ（最大 3200mmx3200mm）

その他

Copyright・商標
Copyright 1994-2004 MORRIN CORP. Copyright 2004 CREO CO., LTD.

・ 筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。
・ TrueType フォント「CRC&G 〜 」は、株式会社シーアンドジイ社製です。
・ TrueType フォント「AR 〜 」は、ARPHIC TECHNOLOGY 社製です。
・ TrueType フォント「HG 〜 」は、株式会社リコー社製です。
・ 連綿体かな技術は、ユニ・グラフィックデザイン代表・新井重良氏保有の特許を利用しております。
・ カラーイラスト集に含まれる一部のイラストの著作権は、株式会社シーアンドジイに帰属します。
・ 道路地図データの作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 2500（空間データ基盤）を使用したものです。（承認番号
平 15 総使、第 28 号）

・ Microsoft Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
・ Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・ その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

企画・制作・販売元
企画・開発・販売：株式会社クレオ
開発：株式会社モーリン

重 要
このカタログに記載された仕様や画面などは現在開発中のものであり、改良のため予告なく変更する場合があります。
以上
通常版（CD-ROM 版）

アップグレード・乗り換え専用（DVD 版）
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筆まめデザイン集 2005 年版 概要
1.幅広いテイストの年賀状を中心とした筆まめ専用はがきデザイン集
2005 年用の年賀状を中心とした筆まめ専用のはがきデザイン集です。豊富なデザインを収録し、年末の忙しい時でも購入して
すぐに印刷することができます。筆まめ本体に付属されているイメージファイルブラウザで快適に読み込め、「筆まめ Ver.12〜15」
「筆まめ BB」「筆まめベーシック版」をお使いであれば、デザイン集のカテゴリを筆まめに登録することができるので、さらに使いや
すくなります。
2 買ってすぐに印刷できる筆まめ専用「はがきデザイン」1,200 点収録
2005 年の干支「酉年年賀状デザイン」575 点、干支に拘らず年賀として使用できる「縁起物／賀詞イラスト年賀状デザイン」458
点を収録。2004 年の年賀状に特化した構成になっています。年賀状以外にも、季節の挨拶に使える「暑中／残暑見舞いデザイン」
42 点、「クリスマス／バレンタインカード」など 15 点。年間を通して使用できる「結婚・出産デザイン」 17 点、「転居・転勤などお知ら
せデザイン」 21 点、「お祝い／お礼状デザイン」49 点、「招待／通知状デザイン」 21 点収録。また、デジカメで撮った写真をデザ
インに入れるだけの「デジカメ用デザイン」22 点収録で、年賀状や挨拶状などに使用すれば近況もすぐに伝わります。
3.既存のデザインを自由に編集、差し替えできる旬のイラスト 1,000 点収録
既存のデザインをお好みのイラストに差し替える事も簡単にできます。差し替え用のイラストも充実の 832 点。「酉（とり）のイラス
ト」230 点、「縁起物イラスト」130 点、「賀詞」200 点、「タイトル」120 点、「イラスト」100 点、「背景」220 点を収録しています。また、
筆まめ専用ファイル形式で収録しているので、文章の編集も簡単。イラストを差し替える一手間でオリジナル年賀状が完成します。
4.収録素材が一目でわかる素材カタログ
収録されている全てのデザイン・イラスト素材が、付属の素材カタログで確認できます。先に素材カタログを見て使いたいデザイ
ンが選べるので、年末の貴重な時間も手間もこれで軽減できます。
収録素材点数
1. そのまま印刷するだけで使えるはがきデザインが 1,200 点
合計 575 点

とり年年賀状デザイン

その他カードデザイン

合計 167 点

粘土細工

90 点

結婚・出産

17 点

フォーマル

112 点

引越し

22 点

プライベート

323 点

暑中・残暑

40 点

フォトフレーム

50 点

クリスマス・バレンタイン

22 点

合計 458 点

祝い・礼状

44 点

粘土細工

50 点

招待・通知

22 点

フォーマル

223 点

プライベート

155 点

フォトフレーム

30 点

縁起物イラスト年賀状デザイン

2. 差し替えて使えるイラスト集 1,000 点
とり（酉）のイラスト

230 点

縁起物イラスト

130 点

賀詞

200 点

タイトルデザイン

120 点

イラスト

100 点

背景

220 点

必要システム
・「筆まめ Ver.12〜15」「筆まめ BB」「筆まめベーシック」のいずれかが別途必要であり、あらかじめパソコンにインストールされている必
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要があります。

・ 「筆まめ」が動作可能なシステム（パソコン、基本ソフト、周辺機器など）が必要です。
・ ロングファイルネームに対応している CD-ROM ドライブが必要。
Copyright・商標
Copyright 2004 C&G Inc. Copyright 2004 CREO CO., LTD.

・ 筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。
・ その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
企画・制作・販売元
企画・販売 ：株式会社クレオ
デザイン・制作：株式会社シーアンドジイ
重 要
このカタログに記載された仕様や画面などは現在開発中のものであり、改良のため予告なく変更する場合があります。

以上
筆まめデザイン集 2005 年版 パッケージ
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