News Release
報道関係各位

2011 年 9 月 2 日
株式会社筆まめ

はがき・住所録ソフト「筆まめ」のダウンロード版

『筆まめ Select2012』『筆まめ Select2012 年賀編』
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」のダウンロード版『筆まめ
Select2012』『筆まめ Select2012 年賀編』を2011年9月2日（金）より直販サイト「筆まめダウンロードショップ」及び各 EC サイトにて
順次発売します。
タイトル
筆まめ Select2012
筆まめ Select2012 年賀編

対応 OS
Windows
7/Vista/XP

価格（税込）
\3,400
\1,800

発売日
2011 年
9 月 2 日（金）

『筆まめ Select2012』は、業界シェアＮｏ.1※はがき・住所録ソフト「筆まめ」の最新版「筆まめ Ver.22」のダウンロード版です。2010 年
9 月に発売した『筆まめ Select2011』は、BIGLOBE「2010 年下半期 SOFTPLAZA 大賞」、日本ダウンロードソフト振興協会「第2 回ダ
ウンロードソフト大賞 特別賞」を受賞しています。
※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

『筆まめ Select2012』 製品概要
『筆まめSelect2012』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。
『筆まめ Select2012』と『筆まめ Select2012 年賀編』の違い
『筆まめSelect2012 年賀編』は、1年中使える『筆まめSelect2012』から年賀状作成用に機能・イラスト・フォントを厳選した年賀状シ
ーズンにお得な製品です。※機能一覧は補足資料を参照
タイトル

デザイン・イラスト数

筆まめ Select2012

5,000 点

筆まめ Select2012 年賀編

1,240 点

コンテンツ種類
年賀状/喪中･寒中見舞い/暑中・残暑見舞い/イベント・挨拶・案内・
通知/往復はがき/ビジネス・名刺/ラベル/のし・賞状/その他
年賀状/喪中･寒中見舞い

搭載フォント
117 書体
6 書体

■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/
■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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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
UP
■初心者や年配の方も安心！しんせつモード
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。

■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。
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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。
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。
■自宅プリンタで手軽に！宅急便送り状印刷
NEW
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。

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

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。
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。

筆まめ Select2012：1.1ＧＢ※1、※3
※1Windows がインストールされているドライブに、200ＭＢの空き容量が必要です。
筆まめ Select2012 年賀編 700ＭＢ※2、※3

※2Windows がインストールされているドライブに、90ＭＢの空き容量が必要です。
※3 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。
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。●CRＣ＆Ｇ流麗行書体、CRＣ＆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。●カラーイラスト集に含まれる一部の写真・イラストの著作権は、ピクスタ株式会社に登録するクリエイターに帰属しま
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。●カラーイラスト集に含まれる一部のイラストで使用してい
る文字は、株式会社白舟書体のフォントを使用しています。●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。
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