News Release
報道関係各位

2011 年 8 月 18 日
株式会社筆まめ

宛名に強い！抜群の使いやすさ！

『筆まめ Ver.22』 2011 年 9 月 2 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」シリーズ最新版『筆まめ
Ver.22』全 4 タイトルを 2011 年 9 月 2 日（金）より全国の家電量販店で一斉に発売します。発売後 1 年で 55 万本の出荷を目指しま
す。
製品名
筆まめVer.22 通常版

筆まめVer.22 アップグレード・乗り換え専用

媒体

対応 OS

DVD-ROM
CD-ROM

Windows

DVD-ROM

7/Vista/XP

CD-ROM

価格（税込）
￥6,380

￥3,680

発売日

2011 年
9 月 2 日（金）

一 番 選 ばれているはがき・住 所 録 ソフト
2010 年 9 月に発売した『筆まめVer.21』は出荷本数 51 万本を超え、1990 年から発売しバージョンアップを重ねた「筆まめ」シリーズ
の累計出荷本数は 1000 万本を突破しました（2011 年 6 月 30 日現在 バンドル版を除く）。大変多くのご支持をいただき、業界シェ
ア No.1 ソフトとして「BCN AWARD 葉書・毛筆ソフト部門 最優秀賞」（株式会社 BCN）※1 を 12 年連続で受賞、また「GfK パソコンソ
フト ハガキ BEST１」（GfK Japan）※2 を 7 年連続で受賞しています。
この度はがき・住所録ソフト「筆まめ」は、株式会社筆まめの製品としてリニューアルいたしました。長年、多くのお客様に愛され続
けている「筆まめ」も新しい時代を迎えるにともない、ロゴタイプを刷新します。これまでに増して、一層お客様に愛され、ご利用い
ただけることを願い、装いも新たに「さらなる飛躍」を目指します。
※1：株式会社 BCN による全国有力パソコン販売店 2,373 店の年間（2010 年 1 月-12 月） POS 実売統計
※2：全国家電量販店の販売実績を集計している GfK Japan 調べ(2010 年 1-12 月メーカー別数量シェア)パソコン用ソフト/実用 実用ソフトタイプより「ハガキ」を抽出

『筆 まめ Ver.22』 製 品 概 要
『筆まめＶｅｒ.22』では、新たに流麗行書体の「人名外字」を 1,470 文字収録し、通常のパソコンでは表示できない漢字がキレイな毛
筆フォントで正しく印刷できます。文面デザイン作成では、初心者や年配の方でも質問に答えていくだけで年賀状が作成できる「し
んせつモード」がパワーアップ。イラストの変更や追加、拡大・縮小、文章の編集までできるようになりました。たくさんの写真を使
ってコラージュが作成できる「フォトコラージュ」では、モザイクパターンを増量。写真デザインの幅が拡がります。他にも、様々なペ
ン種で年賀状をデコレーションできる「お絵かきぺン」や手書きメッセージを印象づける「付箋」機能で、思いを伝える年賀状が作成
できます。
■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
株式会社筆まめ：http://www.fudemame.co.jp/ 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://www.fudemame.co.jp/news/
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【製品機能詳細】
人名外字とプロ書道家監修レイアウトでどんな宛名もキレイ！住所録機能
とにかく早く宛名作成したい人には、「特急宛名入力」で必要な項目だけをスイスイ入力、バランスがとりにくい毛筆書体や連名の
宛名もプロ書道家監修レイアウトでキレイに印刷できます。以前に作成した住所録もワンクリックで最新の郵便番号辞書に更新、
他社ソフトで作成した住所録もかんたん変換ですぐに筆まめで使えます。
■正しい漢字で宛名を印刷！人名外字 1,470 文字収録 NEW
通常のパソコンでは表示できない漢字、自治体・公共機関で
使用頻度の高い人名用外字（俗字、異体字）を流麗行書体で
1,470 文字収録しました。キレイな毛筆フォントで正しく宛名を
印刷できます。

作りたい年賀状パパッと完成！文面作成機能
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年賀状が作成できる「特急デザイナー」、デジカメ写真年
賀状がすぐに作成できる「デジカメデザイナー」で、作りたい年賀状がパパッと完成します。
質問に
答えて
■初心者や年配の方も安心！しんせつモード UP
質問に答えていくだけで、お好みの年賀状が作成できます。画
面上に表示されるボタンが少ないので次の操作を迷いません。
イラストの変更や追加、拡大・縮小、文章の編集も大きなボタン
でラクラクできるようになりました。

■すぐに使える！画像の編集パネル UP
写真やイラストからダブルクリックでかんたんに画像編集機能
の一覧が表示できます。筆まめの充実した画像編集ツールが
使いやすくなりました。

ダブル
クリック

すぐに呼び出せる！
凝ったデザインも楽しくかんたんに！デザイン編集機能
画像加工ソフトを用意しなくても、「筆まめレタッチ」で写真をキレイに仕上げられます。カラーチェンジャーでイラストの色を変えた
り、自分だけの賀詞（ロゴ文字）やはんこを作成したり、こだわったアレンジも思い通りです。
■たくさんの写真をセンス良く演出！フォトコラージュ UP
複数の写真を自動で美しく配置します。写真を選んでパター
ンを選択すると、デザインを自動で作成します。新搭載のテ
キストモザイクでは、コラージュ写真を背景に、好きな文字が
入れられます。受け取る相手を‘はっ’とさせる年賀状が完成
します。
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■年賀状をデコレーション！お絵かきペン UP
年賀状文面に直接文字や絵が描けます。ペン種は、ノーマル
ペン、マーカーペン、ネオンペン、ふちつきペン、もこもこぺン
と、ローラースタンプの様なコロコロペンの 6 種類。プリクラで
作ったようなキラキラのデザインや POP なデザインが完成し
ます。かんたんに楽しく年賀状をデコレーションできます。

■手書きメッセージを印象づける！付箋で一言メッセージ NEW
宛名面や文面に付箋を貼りつけることができます。デザイン
の中に手書きで一言文章を入れるスペースを確保したいとき
に便利です。メッセージがしっかり伝わります。
充実の印刷機能
プリンタインクを節約できるエコ印刷や喪中はがき用にうす墨印刷、宛名も文面も一気に印刷できる両面印刷に対応しています。
NEW
■自宅プリンタで手軽に！宅急便送り状印刷
ヤマト運輸が運営するクロネコメンバーズ会員向け送り状印刷サービスと連携し、筆まめ住所録データを利用して宅急便の送り状
が印刷できます。
※サービスをご利用の際にはクロネコメンバーズへの登録（無料）が必要です。宅急便送り状の印刷には、カラー印刷できるプリンタ（A4 対応）が必要です。

豊富なデザイン・イラスト・フォント
■十二支すべてが揃ったイラストや高品質な文面デザインを収録
2012 年の干支辰（たつ）デザイン、人気のデジカメ写真デザイン、ポストカード風デザイン、シンプルなエコデザインまで、バリエー
ション豊かに DVD 版 33,500 点、CD 版 9,300 点を収録。デザイン・イラストは十二支すべてを収録しています。年賀用だけでなく年
間通して使えるデザインも豊富です。
■個性抜群のフォント 139 書体収録 （JIS2004 対応：17 書体）
個性豊かな高品質なフォント（活字の書体）を、豊富に 139 書体収録。定番の「流麗行書体」や人気の「バジョカフォント」ほか、味わ
いのある手書き風和文フォントが充実しています。
筆まめ Ver.22 ライセンスシリーズ
複数台のパソコンでご利用いただけるライセンス製品をご用意しております。ライセンス管理の簡略化ができ、ネットワークサーバ、
スタンドアロンなどの利用環境に応じた導入を選択することができます。
「筆まめ」は、最大10 万件を蓄積する住所録と、約3,800 種類の市販用紙に対応した印刷機能を備える「顧客管理ソフト」「宛名印刷
ソフト」として、ビジネスシーンでも導入されています。顧客の情報を入力した住所録データは、検索・抽出や出受履歴機能を備え
たデータベースとして使用でき、個人情報の漏洩防止機能としてパスワード設定や暗号化、アクセスログ管理といった強力なセキ
ュリティ機能を搭載しています。また、市町村合併で変更された郵便番号や住所の情報は、郵便番号辞書が一括で更新します。
製品名
筆まめ Ver.22 ライセンス 2～4 ライセンス
筆まめ Ver.22 ライセンス 5～9 ライセンス
筆まめ Ver.22 ライセンス 10～19 ライセンス
筆まめ Ver.22 ライセンス 20～ライセンス
筆まめ Ver.22 アップグレードライセンス 2～4 ライセンス
筆まめ Ver.22 アップグレードライセンス 5～9 ライセンス
筆まめ Ver.22 アップグレードライセンス 10～19 ライセンス
筆まめ Ver.22 アップグレードライセンス 20～ライセンス
筆まめ Ver.22 ライセンス 追加ガイドブックセット
筆まめ Ver.22 ライセンス 追加ディスクセット

価格（税込）
￥4,410
￥4,200
￥3,990
￥3,780
￥3,465
￥3,360
￥3,255
￥3,150
￥2,100
￥2,100

発売日

2011 年
9 月 2 日（金）
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動作環境
Microsoft Windows 7(64bit 版/32bit 版)※1
Microsoft Windows Vista(64bit 版/32bit 版)※1
Microsoft Windows XP SP3 以上(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、CD 版共通 ：900MB※1、※2
※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。
※2Windows がインストールされているドライブに、350MB 以上の空き容量が必要です。
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)※、色数：16 ビットカラー以上必要
※ディスプレイの設定で 96DPI(規定)、120DPI 以外は、動作保証外です。
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。一部のサービスには、インターネッ
ト接続環境が必要です。宅急便送り状の印刷には、カラー印刷ができるプリンタ（A4 対応）が必要です。筆まめ Ver.22 搭載の人名外字
フォントは流麗行書体のみに対応しています。
Copyright・商標
Copyright 1994-2011 MORRIN CORP. Copyright 2011 FUDEMAME CO., LTD.
●筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。●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「CR C&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「Dyna Font（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://www.fudemame.co.jp/
株式会社筆まめは、パッケージソフト製品の代表格「筆まめ」シリーズの企画・開発・販売をはじめ、DTP ソフト「パーソナル編集長」シリーズ、地図ソフト「プロアトラ
ス」シリーズなどの製品・サービスを展開し、それらを個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供しています。
重要
このリリースに記載された製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。
【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。●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。
対応 OS(日本語版)
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