News Release
報道関係各位

株式会社筆まめ
2012 年 11 月 7 日

iPhone でも筆 まめ！
『筆まめ年賀 2013 for iPhone』『筆まめアドレス帳 for iPhone』
2012 年 11 月 7 日 （水 ）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、年賀状作成アプリ『筆まめ年賀 2013 for iPhone』、アド
レス帳アプリ『筆まめアドレス帳 for iPhone』を 2012 年 11 月 7 日（水）から無料で配信します。
製品名
筆まめ年賀 2013 for iPhone

筆まめアドレス帳 for iPhone

価格
無料
(拡 張 機 能 \450)

無料
(拡 張 機 能 \450)

対 応 OS
iOS5.0 以降

発売日

(iPhone 3GS 以降、iPad 以降、
第 3 世代 iPod touch 以降)

iOS4.3 以降

2012 年
11 月 7 日（水）

(iPhone 3GS 以降、iPad 以降、
第 3 世代 iPod touch 以降)

筆まめ年賀 2013 for iPhone 製品概要
「筆まめ年賀 2013 for iPhone」は、かんたんに写真やメッセージを入れた年賀状文面が作成できるアプリです。好きなデザイン
を選んで、写真やイラスト、賀詞を入れて、オリジナル年賀状が作成できます。写真入りデザインでは、フレームにぴったり合う
ように、デザインテンプレートから直接写真を撮影することもできます。有料（\450）の拡張機能でデザインやイラスト、フォントが
増やせます。
筆まめアドレス帳 for iPhone 製品概要
「筆まめアドレス帳 for iPhone」は、iPhone の連絡先を、アイコンや色で分けてグループ管理ができるアドレス帳アプリです。有
料（\450）の拡張機能で、はがきの宛名印刷までできます。

■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
■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/佐々木 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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筆まめ年賀 2013 for iPhone 製品特長
■デザインテンプレートから直接写真が撮影できる
年賀状デザインや、グリーティングカード、フリーフレームなど、収
録デザインテンプレートは合計 20 点。
写真用のデザインテンプレート
からは、直接写真を撮影することもできます。フレームにぴったり合
うようにその場で撮影して、すぐに写真年賀状が完成します。

■タッチでデコレーション
ローラースタンプのようなコロコロペンや、ノーマルぺン、マーカー
ぺン、ふちつきぺン、ネオンぺン、もこもこぺンの 5 種類のペンでデ
コレーションすることができます。コロコロペンの素材は 7 点、ペン
のカラーは各 16 色、大きさや太さも自由に設定できます。

■パーツリストで操作がらくらく
スマートフォンの小さな画面の中でも編集がしやすいように、パーツ
リスト（オブジェクトの一覧）がついています。オブジェクトの選択
や、重なり順の変更がらくらくできます。

小さな画面でも編集しやすい
パーツリスト

■メッセージが入れられる
文字入力機能でメッセージが入れられます。縦書き・横書き、文字色
が自由に選べて、再編集も可能です。文字に影や縁取りなどの文字飾
りもつけられます。

■メール送信や Twitter 投稿ができる
作成した年賀状は、スマートフォン、携帯電話※、パソコンへのメー
ル送信、Twitter 投稿ができます。
※携帯電話の E メール添付サイズ制限により、一部の機種では受信できないことがあり
ます。

■プリンタで印刷
作成した年賀状は、家庭用プリンタで印刷することができます。
筆まめアドレス帳 for iPhone 製品特長
■アイコンや色を指定してグル―プ設定
アイコンや色を指定して連絡先のグル―プ管理をすることができます。
選べるアイコンは 20 種、色も 16 色から選べます。
■はがきの宛名印刷ができる
有料（\450）の拡張機能で、連絡先の情報からはがきの宛名が家庭用
プリンタで印刷できます。縦書きや横書き、連名、フォントの変更、
レイアウトの微調整もできます。宛名レイアウトはプロ書道家監修、
はがき・住所録ソフト「筆まめ」で美しさに定評があるフォント、流
麗行書体を搭載しています。
■はがき・住所録ソフト「筆まめ Ver.23」の住所録が読み込める
はがき・住所録ソフト「筆まめ Ver.23」の住所録を Gmail 連絡先を介
して、「筆まめアドレス帳 for iPhone」に読み込むことができます。
「筆まめ」で管理していた住所録を iPhone で使うことができます。
※「筆まめ Ver.23」住所録と Gmail 連絡先の連携は 2012 年 11 月上旬のアップデータで
対応します。
※「筆まめ」の住所録からインポートできる項目は、氏名、住所、電話番号、FAX 番号、
メールアドレス、連名、誕生日、会社名、部署名、役職名です。
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筆まめ年賀 2013 for iPhone 無料コンテンツ
文面デザイン 20 点
内訳

イラスト/スタンプ素材

写真あり年賀状

7点

写真なし年賀状

5点

内訳

53 点

イラスト

16 点

背景

10 点

グリーティング

5点

賀詞ほか

20 点

フレーム

3点

コロコロぺン

7点

筆まめ年賀 2013 for iPhone 有料コンテンツ
文面デザイン 85 点
内訳

背景/スタンプ素材

写真あり年賀状

38 点

内訳

198 点

イラスト

65 点

写真なし年賀状

15 点

背景

20 点

グリーティング

12 点

賀詞ほか

83 点

フレーム

20 点

コロコロぺン

30 点

フォント 2 書体（AR 行楷書体 H04、AR ペン行楷書体 M）
筆まめアドレス帳 for iPhone 基本機能
■連絡先の新規追加、編集、削除
■連絡先のグループ設定（アイコン 20 種、色指定 16 色）
■機能呼び出し
・電話発信
・E メール送信、ショートメール送信
・地図表示
筆まめアドレス帳 for iPhone 有料機能
■連絡先から宛名印刷
対応用紙：年賀はがき（縦書き、横書き）
、普通はがき（縦書き、横書き）
フォント：CRC&G 流麗行書体 04、AR ぺン行楷書体 M
連名：宛名 5 件まで、差出人 2 件まで、個別に敬称設定可
レイアウト：郵便番号は 0.1mm 単位で移動可、その他の項目はドラッグ操作で微調整可
■宛名レイアウトの画像保存
プリンタ印刷について
AirPrint 対応プリンタをお持ちの方は、WiFi（無線 LAN）経由で iPhone から直接プリンタにデータを送信してプリンタ印刷することができます。
AirPrint 対応のプリンタ機種については、各メーカーにお問合せ下さい。AirPrint 対応プリンタをお持ちでない場合は、カメラロールに保存し
た画像をパソコンに保存して、プリンタ印刷することができます。
Copyright・商標
Copyright 1994-2012 MORRIN CORP. Copyright 2012 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。
・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・販売元 ： 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ている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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