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ふたりで作 れる、とっておきのウエディングペーパーアイテム

『筆まめ Bridal 7』 2011 年 3 月 4 日 （金 ）発売

株式会社クレオ（本社：東京都港区、代表取締役社長：土屋淳一）は、ウエディングペーパーアイテム作成ソフト『筆まめ Bridal 7』
を 2011 年 3 月 4 日（金）より全国の家電量販店で一斉に発売します。
製品名

媒体

対応 OS

価格（税込）

発売日

筆まめ Bridal 7

DVD-ROM

Windows 7/Vista/XP

8,380 円

2011 年
3 月 4 日（金）

製品概要
結婚式スタイルはホテル、結婚式場、ゲストハウス、レストラン、リゾートウエディングなど多様化し、自分たちならではの結婚式
を挙げるカップルが増えています。そんな「ふたりの思い」を表現する手段のひとつとして欠かせないのが、手作りのペーパーアイ
テムです。
『筆まめ Bridal 7』は結婚式・披露宴のペーパーアイテムをご自身で作成できるソフトです。豊富なデザインの中から挙式スタイ
ルに合わせて、「招待状」、「返信はがき」、「席札」、「席次表」、「結婚報告はがき」など、すべてのアイテムがトータルコーディネー
トできます。また、ペーパーアイテム作りに欠かせないカリグラフィフォントも 10 書体収録しています。8 社 517 種類有名ブライダル
用紙メーカーの用紙に対応し、文章だけ編集してそのまま印刷するのも、フォントやイラストをアレンジするのもかんたんです。は
がき・住所録ソフト「筆まめ Ver.21」がまるごと収録されているので、ペーパーアイテム作成以外でも大活躍。結婚式後には、引越
報告、出産報告、年賀状、暑中見舞いなど様々なご挨拶にずっと使えます。

■本件に関する読者のお問い合わせ先
クレオインフォメーションセンター（日・祝日を除く 10：00～17：00） TEL：03-5216-2900 / FAX：03-5216-2901
■本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社クレオ 筆まめサービス事業部 マーケティング部 杉野/富永 ＜pr-product@creo.co.jp＞
TEL：03-5795-2100 FAX：03-5795-2101 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-22
筆まめネット：http://fudemame.net/ 筆まめナビ：http://info.fudemame.net/
■ 詳細資料、画像は専用ページにご用意しています http://fudemame.net/products/corporate/press/
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製品特徴
■ペーパーアイテムをトータルコーディネート
「招待状」、「返信はがき」、「席札」、「席次表」、「結婚報告はがき」などがすべ
てトータルコーディネートできます。アイテム 21 種の中から使いたいものを選
んで作れます。披露宴で使用するアイテムは小冊子のように仕上げることも
できます。
アイテム一覧（全 21 種）
招待状（表紙）、招待状（文面）、返信用はがき、追伸カード、ウェルカムボード、
席札、メッセージカード、冊子表紙、席次表、プロフィール（見開き）、プロフィー
ル（Ａ5）、ご挨拶、フォトギャラリー、メニュー、式次第、フリーフレーム、結婚証明
書、立会人シート、二次会のお知らせ、二次会返信用はがき、結婚報告はがき

■挙式にあわせて選べる豊富なデザイン
シンプルで洗練されたデザインを中心に、6 カテゴリ 74 種類のデザインテンプ
レートをご用意。種類が豊富なので、挙式スタイルにあわせてデザインを選ぶ
ことができます。ペーパーアイテム作りに欠かせないカリグラフィフォントも 10
書体収録し、アレンジの幅が広がります。
■ブライダル用紙対応数 No.1※
8 社 517 種類の有名ブライダル用紙メーカーの用紙に対応。レイアウトの微調
整もらくらくできます。

エレガント

クラシック

キュート

ナチュラル

ジャパニーズ

スタイリッシュ

※主要ウエディングペーパーアイテム作成ソフトにおいて、用紙メーカーよりウエディングペーパー
アイテム用として販売されている用紙の対応数を自社集計

■かんたん操作で楽しく作れるデザイン
デザインを決めたら文字を書き換えるだけ。初心者でも楽しくかんたんにペー
パーアイテムが作成できます。フォントの変更やイラストの追加もできるので、
よりふたりらしく思い通りのアイテムが完成します。デジカメ写真を入れたデザ
インでは、フォトレタッチを使って美肌補正やセピア加工などもかんたんです。
ブライダル新聞やプチギフトのラベル、新居案内地図も作成できます。

カリグラフィフォント

■住所録がしっかりしているから便利
招待状に必要な住所録はかんたん入力でスイスイ作成。郵便番号や電話番
号だけで該当する市町村までを自動表示してくれるので、初心者でも手間なく
住所録が完成し、きれいな毛筆書体とプロ書道家監修のレイアウトで宛名印
刷ができます。返信用はがきの敬称設定もらくらく。一覧表で印刷すれば、招
待客リストとしても使用できます。手間がかかる席札や席次表の印刷も住所
録データから選ぶだけで完成。長めの会社名や肩書き、お名前もキレイにレ
イアウトします。
■挙式後も使える！
はがき・住所録ソフト「筆まめ Ver.21」がまるごと収録されているので、ペーパ
ーアイテム作成以外でも大活躍。結婚式後には、引越報告、出産報告、年賀
状、暑中見舞いなど様々なご挨拶にずっと使えます。

■オールカラーの『筆まめ Bridal 7 手作りパーフェクト BOOK』付き
アイテム別にカテゴリ分けされた見やすいガイドブックが付いています。手作
りでキレイに作るコツやワンポイントマナー集、個々のスタイルにあわせたア
イテム組み合わせ例など、ペーパーアイテム作りに役立つ情報が満載。あな
たのペーパーアイテム作りをお手伝いします。収録デザインを一覧できる「デ
ザインカタログ」がついてデザイン選びもらくらくできます。
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動作環境

対応 OS（日本語版）

Microsoft Windows 7(64bit 版/32bit 版)※1
Microsoft Windows Vista(64bit 版/32bit 版)※1
Microsoft Windows XP(32bit 版)
※1 64bitOS では WOW64 モードで動作します。

コンピュータ本体

Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ

必要メモリ

Windows 7：1GB 以上必要(64bit 版の場合は 2GB 以上必要)
Windows Vista：1GB 以上必要(Home Basic の場合は 512MB 以上必要)
Windows XP：256MB 以上必要
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

必要ディスク容量

800MB 以上の空き容量が必要
※Windows がインストールされているドライブに、400MB 以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。

ディスクドライブ

DVD-ROM ドライブ
※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。

ディスプレイ

画面の解像度：800×600 以上(1024×768 以上を推奨)※1、色数：16 ビットカラー以上必要※2
※1 ディスプレイの設定で 96DPI(規定)、120DPI 以外は、動作保証外です。
※2 プリプリまろん for 筆まめのご使用には、色数：24 ビットカラー以上が必要です。

その他

※本製品のご使用には Microsoft Internet Explorer6 Service Pack1 以上が必要です。
※インストールには、管理者権限/昇格が必要です。
※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。
※ハイコントラストは非対応です。
※一部の機能およびサービスのご使用には、インターネット接続環境または周辺機器が必要です。
Copyright・商標

Copyright 1994-2010 MORRIN CORP. Copyright 2011 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。
・ TrueType フォント「DynaFont(DFP～）は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・ 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。
・ディスクに含まれる一部コンテンツの著作権は、グラパックジャパン株式会社に帰属します。
・ Microsoft®Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
・ Microsoft®,Windows®,Windows Vista®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・開発・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
会社概要
【株式会社クレオ】 http://www.creo.co.jp/
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、会計・人事給与業務ソリューション及び法人向けプロダクトを提供す
るＺｅｅＭ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・販売を行うコンシューマ事業、キャリアを問わず最適なモバイルコンテンツソリュ
ーションを提供するモバイル事業を中心に事業展開しています。
重要
このリリース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。
【ブライダルコンテンツについて】
筆まめ Ver.21 の機能「デジカメデザイナー」、「特急デザイナー」、「しんせつモード」、「往復はがきデザイナー」およびイラスト素材ボックスの「イラスト番号検索」に
は対応していません。
【電子電話帳に収録されている個人情報の取り扱いについて】
・本製品に搭載されている電子電話帳では、住所録を作成する際の入力補助を目的として個人情報を収録、提供しています。
当社は、本製品において当該個人情報を前記目的にのみ使用し、また、事業協力会社を除く第三者に開示いたしません。
・個人情報は、NTT「ハローページ」にて公開された「氏名」、「住所」、「電話番号」のみを使用しています。
・ご自身の個人情報の削除または訂正をご希望の方は、ご本人自らがクレオインフォメーションセンター宛に電話又は FAX でご連絡ください。
対応可能な次期対象製品から対応いたします。
・お客様が本製品を利用して個人情報を使用する場合は、お客様ご自身の責任においてご使用ください。

以上
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