News Release
報道関係各位

2011 年 4 月 5 日
株式会社筆まめ

す ぐ に使 える、長 ～く 使える ！
『 筆 まめVer.21 夏版 』 2011 年 4 月 15 日 (金)発売

株式会社筆まめ（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原義博）は、はがき・住所録ソフト『筆まめ Ver.21 夏版』を 2011
年 4 月 15 日（金）より全国の家電量販店で一斉に発売します。
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4 月 15 日（金）
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製品概要
『筆まめ Ver.21』は、多機能な住所録と対応用紙 3,600 種類以上の印刷機能を備えた、はがき・住所録ソフトです。あいさ
つ状作成・往復はがき作成・住所録管理・宛名印刷、ビジネスシーンでの顧客管理や DM 作成まで幅広く活用できます。
『筆まめ Ver.21 夏版』には、夏から冬までうれしい特典をセットにしました。暑中見舞いデザイン、季節を問わず使えるあ
いさつ状や往復はがきのデザイン、年末に使える年賀状デザイン、住所録が使いこなせる「住所録便利ワザ BOOK」
、住所録
を活用して冠婚葬祭・日常のおつきあいの予定管理や履歴管理ができる『筆まめおつきあい帳 2 特別版』が付いています。
夏からすぐに使えて、冬まで長～く使えるお得なパッケージです。
■本件に関する読者のお問い合わせ先
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
株式会社筆まめ マーケティング部 杉野/富永 ＜pr-product@creo.co.jp＞
TEL：03-6414-6270 FAX：03-6414-6271 〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10 カーニープレイス芝 3 階
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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筆まめ Ver.21 夏版 特典内容
特典①すぐに使える！デザイン 300 点収録
人気のデジカメ写真用デザインを多数収録した暑中見舞いデザイン、
季節を問わず使えるあいさつ状や往復はがきのデザイン、名刺デザ
イン、ラベルデザインを合計 300 点収録しています。
特典②年末まで長く使える！「辰（たつ）
」デザイン 200 点収録
来年の干支「辰（たつ）
」デザインを合計 200 点収録しています。年
末まで使えます。
特典③住所録を使いこなせる！「住所録便利ワザ BOOK」
住所録の作り方、封筒やタック紙の宛名印刷、往復はがきの作り方
などを解説した別冊「住所録便利ワザ BOOK」を同梱。はじめて操作
する人でも安心です。

期間：2010 年 4 月～8 月
BCN 最大パネルをもとに自社集計

特典④住所録を活用できる！『筆まめおつきあい帳 2 特別版』
スケジュール管理ができるカレンダー機能、様々なやりとりを管理
できる記録帳機能を備えた『筆まめおつきあい帳 2 特別版』が付い
ています。筆まめ住所録を活用して相手ごとに冠婚葬祭・日常のお
つきあいの予定管理や履歴管理ができます。
※『筆まめおつきあい帳 2 特別版』は、
『筆まめおつきあい帳 2』の機能を厳選したダ
ウンロード製品です。ダウンロード期間 2011 年 12 月 31 日迄

筆まめ Ver.21 夏版 製品特徴
文面作成がかんたん
かんたん操作でパパッと完成 ！
デザインを選んで、イラストや写真、文章を入れ替えるだけでオリジナルデザインが作成できる「特急デザイナー」
、使いた
い写真からデジカメ写真デザインがすぐに作成できる「デジカメデザイナー」で、暑中見舞いをはじめ、色々なあいさつ状
が手間なくかんたんに完成します。
迷わず作成！往復はがきデザイナー
往復はがきをウィザード形式で作成できる「往復はがきデザイナー」で、間違えやすい往信面と返信面がスムーズに作成で
きます。
文面作成機能が豊富
写真をキレイに補正できる「筆まめレタッチ」や、オリジナルのタイトル文字を作れる「ロゴ文字」
、イラストの色を変えら
れる「カラーチェンジャー」でオリジナルアレンジも自由自在です。
住所録管理も宛名印刷もらくらく
郵便番号または電話番号の入力だけで該当する住所が自動で表示
入力の手間を省いた軽快な作業で、かんたんに住所録を作成できます。
「特急宛名入力」を使えば、宛名印刷に必要な項目だ
けを効率よく入力することができます。
他社ソフトで作成した住所録をかんたん変換
他社ソフトで作成した住所録を無駄なく活用。あっという間に変換してすぐに「筆まめ」で使えます。
市町村合併に対応した郵便番号辞書搭載
市町村合併によって変更になった最新の地名が表示されます。以前に作った住所録もワンクリックで最新の住所録になるの
で、らくらく住所録管理ができます。
プロ書道家監修レイアウト
プロ書道家が監修した標準宛名レイアウトを採用しているので、はがき、往復はがき、封筒の宛名がキレイに印刷できます。
一年中使える！
対応用紙は 3,600 種類以上
市販の用紙 3,600 種類以上に対応。案内状や挨拶状、往復はがき、宛名印刷はもちろん、タック紙、シール、名刺、うちわ
など各種ラベルまでキレイに印刷できます。
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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

DVD 版：880MB※1、※2
※2Windows がインストールされているドライブに、500MB 以上の空き容量が必要です。
CD 版：750MB※1、※2
※2Windows がインストールされているドライブに、380MB 以上の空き容量が必要です。
※1 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 版：DVD-ROM ドライブ
CD 版：CD-ROM ドライブ

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。

周辺機器

対応用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。
スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及び TWAIN/WIA ドライバが必要です。
ドライバ類はご使用になる OS に対応した最新の物をご使用ください。

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 FUDEMAME CO., LTD. Copyright 2011 CREO CO., LTD.
・筆まめ、おつきあい帳は、株式会社クレオの登録商標です。
・CR C&G 流麗行書体、CR C&G 流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。
・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。
・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・販売元
企画・開発・販売：株式会社筆まめ
開発：株式会社モーリン
会社概要
【株式会社筆まめ】 http://fudemame.net/corporate/
株式会社筆まめは、はがき・住所録ソフト「筆まめ」、地図ソフト「プロアトラス」、DTP ソフト「パーソナル編集長」をはじめとしたコンシューマー向けソフトウエア製品、
ライセンスソフトウエア製品の企画・開発・販売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。
【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。
以上
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