News Release
報道関係各位

2011 年 8 月 18 日
株式会社筆まめ

おつきあい情報も把握できる、はがき・住所録ソフト

『筆まめおつきあい帳 3』 2011 年 9 月 2 日（金）発売
宛名印刷

住所録

はがき作成

カレンダー

記録帳

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、おつきあい情報も把握できる、はがき・住所録ソフト『筆ま
めおつきあい帳3』を 2011 年 9 月 2 日（金）より発売します。発売後 1 年で 3 万本の出荷を目指します。
製品名
筆まめおつきあい帳 3
筆まめおつきあい帳3アップグレード・乗り換え専用 ※
筆まめおつきあい帳 3
筆まめおつきあい帳3アップグレード・乗り換え専用 ※

媒体
DVD-ROM
ダウンロード

対応 OS
Windows
7/Vista/XP

価格（税込）
\7,980
\5,480
\6,720
\4,620

発売日
2011 年
9 月 2 日（金）

※『筆まめおつきあい帳 3 アップグレード・乗り換え専用』の対象製品は、筆まめシリーズ、筆王、筆ぐるめ、楽々はがき、宛名職人、はがきスタジ
オ、筆自慢、筆休めのすべてのバージョンが対象になります。体験版は対象にはなりません。

製品概要
『筆まめおつきあい帳 3』は、年賀状などのはがき作成から冠婚葬祭・日常のおつきあいの予定や履歴まで管理できるはがき・住
所録ソフトです。このソフトひとつで、今まで年末に年賀状作成にしか利用していなかった住所録を活用して、大切な人とのおつき
あいが管理できます。年賀状やお礼状など様々なあいさつ状の作成ができる文面作成機能、はがき・封筒・タックシールへの宛名
印刷ができる住所録機能、スケジュール管理ができるカレンダー機能、様々なやりとりを記録できる記録帳機能、冠婚葬祭や日常
のおつきあいの中でいざという時に役立つマナー集を収録しています。
カレンダーでは、誕生日や命日などの情報から就学・成人式・還暦などのお祝いや一周忌・三回忌といった年忌の自動表示、携帯
電話へスケジュールを知らせてくれるメール配信の設定ができます。記録帳では、過去の贈答の検索や相手ごと・項目ごとの贈答
の合計金額まで出すことができます。スケジュールや贈答の情報は住所録にも記録されていくので、おつきあいの予定や履歴を
相手ごとに一元管理することができます。
■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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住所録
■お持ちの住所録データから始められる
Microsoft Excel をはじめ、他社ソフトで作成した住所録データをあっという間
に変換してすぐに使えます。今まで使っていた住所録データを無駄にするこ
となく、スムーズに使い始められます。

▽郵便番号から住所が自動表示
新しく相手を登録するときは、郵便番号の入力だけで該当する住所が自動で
表示されるので、住所録作成が苦になりません。

■個々の相手とのやりとりまで管理
住所録には、氏名や住所、会社情報はもちろん、家族の氏名や誕生日なども登録できます。また、カレンダーに入力した予定や記録帳に入力した
贈答の記録なども住所録におつきあい情報として登録されるので、相手ごとにおつきあい状況がすぐに確認できます。

年賀状（はがき）作成
■年賀状やお礼状など様々なあいさつ状をかんたん作成
▽かんたんステップでデザインが完成！
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、デザ
イナーが作ったようなオリジナル年賀状が手軽に作成できます。収
録デザインは、干支や縁起物の定番デザインから、マナーに配慮し
た目上の方向けのデザインやデジカメ写真デザイン、結婚や出産報
告を兼ねたデザインまで豊富なバリエーションをご用意しています。
喪中はがきの作成もできます。

▽キレイに宛名印刷
プロ書道家が監修した宛名レイアウトを採用。バランスが難しい毛筆
フォントや大きさや配置に調整が必要な連名も、見やすくキレイに自
動でレイアウトします。住所録のリストから送る相手にチェックを入れ
て、一気に印刷できます。

■出受記録が管理できる
喪中はがきや年賀状の出受記録が管理できます。昨年の記録をもと
に年賀状を出す相手を決めたり、喪中の方への出し間違いを防いだ
り、頂いたのに出していない方もすぐチェックできます。年賀状以外
にも様々なはがき・手紙のやり取りが管理できます。
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■はがき・封筒・タックシールなど様々な宛名印刷に対応
年賀状やあいさつ状などのはがき以外にも、封筒やタックシールへの宛
名印刷に対応しています。

■往復はがきが作成できる
画面に従って進むだけで往復はがきが作成できます。間違えやすい往信
面と返信面の作成もスムーズです。

■挨拶状にぴったりのフォントと豊富なデザイン
フォントは 43 書体。美しい毛筆書体の「流麗行書体」のほか、挨拶状や案内状に使いやすいフォントを多数収録しています。デザイン・イラストは
合計 5,000 点以上。年賀状デザインだけでなく、暑中見舞いや結婚・出産・引越などの各種挨拶状デザイン、クリスマスカードや誕生日カードデザ
インを収録しています。1 年を通して活用できます。
カレンダー
■大切な人の誕生日や年忌法要を自動表示
冠婚葬祭や年中行事の日時を、カレンダーに表示します。「誕生日」の情
報から、就学や成人式、還暦・米寿といった長寿のお祝い、「命日」の情報
から、一周忌・三回忌・七回忌といった年忌、結婚した日を登録すれば結
婚記念日を自動で表示できます。手書きで行うスケジュール管理と違って
忘れることがなく、手間がかかりません。
■大事なおつきあいの予定を携帯へお知らせ
日々の予定はカレンダーで管理できます。予定ごとに文字色を変更したり、
アイコンを表示させることができます。入力した予定にはアラームが設定
でき、うっかり忘れが防げます。さらに予定を入力する時にメール配信を
設定すると、登録した携帯電話のメールアドレスに予定をお知らせしてく
れるので、パソコンを立ち上げていなくても安心です。
記録帳
■様々なやりとりの記録や検索ができる
結婚式のお祝い金やお葬式でのお香典など冠婚葬祭のやりとりや、お中
元・お歳暮といった年中行事で贈ったものや頂いたものを記録しておくこと
ができます。記録した内容は相手やおつきあいの種類、品物などで検索
でき、すぐに確認できます。
お歳暮 2010

検索

■合計金額をかんたん集計
贈ったものや頂いたものの合計金額を、相手ごとややりとりごとにかんた
んに集計できます。
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おつきあいマナー集
■冠婚葬祭や日常のおつきあい、いざというときに役立つマナー集
「冠婚葬祭知識とマナー」、「おつきあい知識とマナー」、「お役立ち文例集」など合計308
項目のマナー集を収録。のしの書き方や金額の相場、服装の例、挨拶状・お礼状の書
き方や文例など、必要な情報を予定と一緒にすぐに確認できます。地域による習慣の
違いまでわかるので安心です。

便利ツール・その他
■日々の記録は日記で残す
日々の出来事を日記帳に記録しておくことができます。文字装飾やアイコン設定、
画像の貼付も可能です。

■おつきあい相手を家系図に！
筆まめおつきあい帳 3 の住所録データを使って、住所録に登録した情報から家系
図が作れます。氏名だけでなく、生年月日や画像、命日、戒名などたくさんのデー
タが表示できます。親子関係、兄弟関係、親族関係の情報が整理できます。

■宅急便の送り状が印刷できる
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、
筆まめおつきあい帳 3 の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。

■ネットショッピングをサポート！
予定入力画面の贈り物検索ボタンから、贈り物を探すのにお勧めのオンラインシ
ョッピングサイトを紹介します。ネットショッピングをスムーズにサポートします。
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■印刷して持ち歩ける
カレンダーや記録帳のやりとりごとの一覧、住所録一覧がそれぞれ印刷できます。カレンダーや贈答リスト、名簿などに利用できます。

動作環境
対応 OS(日本語版)

コンピュータ本体
必要メモリ

必要ディスク容量

ディスクドライブ（パッケージ版のみ）
ディスプレイ

周辺機器
注意事項

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。
Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ
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。
パッケージ版：1GB
ダウンロード版：1.1GB
※Windows がインストールされているドライブに、200MB 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。
DVD-ROM ドライブ
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。
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。
ドライバ類はご使用になる OS に対応した最新のものをご使用ください。
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 2009-2011 MORRIN CORP. Copyright 2011 FUDEMAME CO., LTD.
・筆まめ、おつきあい帳は、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。
・Microsoft®Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®OperatingSystem 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・制作・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。
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