
 
 

わたしの一枚、すぐできた。 

昨年 300万枚が注文されたスマホ年賀状アプリの決定版 

大好評の年賀状アプリ「スマホで年賀状 2016」本日、無料提供開始！ 

主婦の声から生まれた便利な機能「手書きスキャン」を新搭載！  

サンリオピューロランドの「ちゃんりおメーカー」とコラボレーション、「ちゃんりお」の年賀状が登場します！ 

 

郵便物などのリアルコミュニケーションとデジタルコミュニケーションを連動したサービス提供を専門とした、デジタルコンテンツ及び

サービス制作の株式会社 CONNECTIT(コネクティット、本社：東京都千代田区、代表取締役：飯野 法志)は、 

昨年売上枚数 300万を達成し、好評頂いたスマホ年賀状アプリを「スマホで年賀状 2016」の名称でリニューアルし、本日、

2015 年 10 月 29 日(木)より iOS と Android 向けに無料提供を開始いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主婦の声から生まれた「スマホで年賀状 2016」主な機能 

 

① 600種類以上の豊富なテンプレートを用意。様々な写真を使用したいという声に応え、最大５枚までの写真を入

れられるテンプレートも強化！ 

② 手書きの文字やイラストをスタンプとしてデザインに追加できる、新機能「手書きスキャン」が新登場！手書きの温か

みが伝わる、あなただけの年賀状をつくることができます。 

③ 昨年は30万枚以上がスキャンされた、女性に大好評の住所録作成の手間いらずな「宛名スキャン」を昨年に引き

続き搭載し、無料でサービスを提供！年賀状にまつわる「めんどくさい」を無くします。 

④ お手元に届ける配送サービスも強化！最短で注文日の翌々日午前中にはお届け！更に“配送日時指定”もでき

るようになりました。忙しい師走だからこそ助かります。 
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■テンプレートは 600種類以上！ 

豊富なテンプレート数でご好評いただいていた「スマホで年賀

状」のテンプレートが、今年はさらに強化され 600 種類に！ 

写真の枚数やデザインの縦横、文字量などの条件からテンプ

レートが選べるように検索機能を強化しました。 

また、主婦のお客様のご要望に応え、写真をたくさん入れら

れるフォトフレームタイプのテンプレートを大幅に増やしました。

１年の想い出がたくさん詰まった年賀状を作ることができます。 

 

 

【デザインサンプル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■手書きの文字やイラストをスタンプとしてデザインに追加できる 新機能「手書きスキャン」を追加！ 

紙に書かれた手書き文字をスマホで撮影し、画像として取り込んだ上で年賀状へ配置できる機能を追加しました。アプリか

ら直接投函で相手に届ける場合でも、手書きの温かみを届けたいという主婦の声から生まれた新サービス。メッセージだけで

なく、お子様の描いたイラストでも、簡単、キレイに届けることが可能になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手書き文字の撮影 

メッセージを紙に書いて 

アプリで撮影 

撮影画像の調整 

写りこんでしまった 

余計なものを削除 

手書き文字の調整 

色などを調整し完成 

手書き文字の配置 

スタンプ感覚で 

手書き文字を配置するだけ 



 
 

■女性に大好評の「宛名スキャン」！過去に届いた年賀状を写真で撮るだけで宛先登録！ 

「宛名を入力するのが面倒」「手間をかけたくない」といったご要望から昨年登場した「宛名スキャン」。過去に届いた年賀状

の“差出人”記載面を“スマホで年賀状”アプリにて撮影することで、宛先帳へデータ登録され、登録された宛先へ簡単に年賀

状が送れるサービスです。 

昨年は 30 万枚もの年賀状の宛先が、「宛名スキャン」で登録されました。利用者の約８割が女性。管理が大変な住所

入力に革命を起こしました。オペレーターによる手作業での入力のためデータは正確で、何枚でも無料でご利用頂けます。ま

た、撮影された写真は暗号化などによって安全にデータ化いたします。データ化された宛先帳は来年にも活用できるので、来

年も年賀状づくりが簡単になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■配送サービスを強化！最短で注文日の翌々日午前中にお手元にお届け！ 

2016 年版サービスでは印刷体制を見直し、印刷後に一度、ご自宅へ配送するサービスにおいて、最短で注文日の翌々日

午前中には印刷した商品をお届けできるようになりました！更に、忙しく平日に受け取ることができない方は、週末に受け取

れる“配送日時指定”も可能です。“配送日時指定”は地域によって異なりますので、詳細は注文時にご確認ください。 

 

■毎年話題のコラボレーション年賀状も登場予定！ 

昨年は「進撃の巨人」や「アナと雪の女王」とコラボして話題になったコラボ年賀状。今年も続々登場します。 

特報１：ちゃんりお年賀状 

延べ 1,800 万人(※1)が利用した、サンリオピューロランドの「ちゃんりおメーカー」とのコラボレーションが実現！「ちゃんりおメーカ

ー」で作った、あなたそっくりの「ちゃんりお」を、年賀状にして送ることができます。提供開始日は 11 月 24 日(火)を予定。 
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宛名スキャントップ画面 

撮影も住所録もアプリで完結 

年賀状撮影画面 

差出人欄を読み取ります 

データ登録画面 

通常、翌日には登録完了します 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

※1：延べ利用人数は 2015年 10月 27日時点の人数になります。 



 
 

特報 2：濱文様てぬぐい年賀状 

個性的なな和柄で主婦に人気の、てぬぐいブランド「濱文様」の定番商品のデザインをモチーフにした年賀状をご用意！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サービス価格（全て税込） 

 販売金額 まとめ割引 

サービス料 年賀はがき代 基本単価 
 10枚～ 30枚～ 50枚～ 

10% 20% 30% 

標準用紙 78円 52円 130円 ○ 71円 63円 55円 

写真用紙 108円 52円/62円 160円 ○ 98円 87円 76円 

喪中・寒中 68円 52円 120円 ○ 62円 55円 48円 

プレミアム 130円 52円 182円 × - - - 

※アプリの利用・ダウンロードは無料です。 

※写真用紙は、はがき種を「通常年賀はがき」「ディズニーインクジェット年賀はがき」「ディズニーインクジェット写真用年賀はがき」よりお選び頂けます。 

※決済手数料は決済種別を「郵便局・コンビニ決済」を選ばれた場合、送料は注文種別を「自宅配送」を選ばれた場合に、注文毎に頂戴しております。 

 

操作は簡単！５ステップで年賀状が完成 

【１】App Store／Google Play より無料でダウンロード 

【２】600 種類以上あるテンプレートから、お好みのテンプレートを選んでカンタンにデザイン 

【３】注文方法（配送方法）を選択 

自宅に送る／直接相手に届ける／Twitter の友達に送る／メールで送る 

【４】各種支払い方法を選択 

クレジットカード決済／キャリア決済（docomo、au、Softbank）、コンビニ・郵便局決済／Yahoo!ウォレット 

【５】印刷・配送（お届け） 

デザイン面と宛名面も印刷可能。ご自宅か直接宛先に「ネットで年賀状／スマホで年賀状」がお届けします。 

住所がわからない E-mail、Twitter の友達にも年賀状を送ることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

1.アプリを起動 2.デザインを選択 3.デザイン作成 4.印刷注文 5.決済 



 
 

■サービス期間 

2015 年 10 月 29 日 (木) ～ 2016 年 1 月 15 日 (金) 

※宛先帳などのマイページは通年で利用可能 

※2016 年より通年でのポストカードサービス提供も予定中 

 

■アプリ詳細 

【iOS】 【Android】 

提供開始日：2015 年 10月 29 日（木） 

価格：無料 

提供場所：App Store 

推奨環境：iOS8.1 以降 

推奨デバイス：iPhone5 以降 

提供開始日：2015 年 10月 29 日（木） 

価格：無料 

提供場所：Google Play 

推奨環境：Android4.x 以降 

推奨デバイス：Xperia Z4、nexus 5 

 

■株式会社 CONNECTIT について 

株式会社 CONNECTIT は郵便物などのリアルコミュニケーションとデジタルコミュニケーションを連動させたサービス提供を専門

とした、デジタルコンテンツ及びサービス制作会社です。弊社では IT の普及に伴う年賀状文化の衰退を、同じ IT を通じてサ

ポートし、物流、広くは郵便事業などとの融合、そして贈答文化の継承を目指します。 

 

―会社概要― 

社名   ：  

株式会社 CONNECTIT（コネクティット） 

所在地   ：東京都千代田区有楽町 1−10−1 

電話番号   ：03-6869-0104 

URL   ：http://connectit.co.jp/ 

設立   ：2014 年 7 月 31 日 

資本金   ：1,000 万円 

出資比率   ：株式会社アイ・ファクトリー100％ 

代表取締役  ：飯野 法志 

事業内容   ：インタラクティブ・クリエイティブ業務、システム開発業務、CRM業務 

 

■サービスに関するお客様からのお問い合わせ先 

 「ネットで年賀状」事務局 

 電話   ：0570-077-122   

＊受付時間 10:00 から 18:00 まで（土日・祝日を除く） 

 E-mail   ：contact@net-nengajo.jp 

 URL   ：https://net-nengajo.jp/ 

 

 
【プレスリリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先】 

広報事務局 ブルーカレント・ジャパン（株） 担当：妹尾／平井／芳賀 
TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142 

Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com 


