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スマホ年賀状アプリの決定版「スマホで年賀状

2016」

人気コラボ年賀状 続々発売開始！
レコチョクで１曲ダウンロードできる「音楽付き年賀状」
店舗で買って嬉しい、送って喜ばれる割引クーポン付「濱文様年賀状」
話題の芸能人・キャラクター「スタンプ年賀状」

スマートフォンやパソコンの簡単な操作で年賀状のデザインから発送までの全てを提供している「スマホで年賀状
2016」（スマホ版アプリ）、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版）を展開する株式会社 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、音楽配信サービス「レコチョク」でお好きな楽
曲が 1 曲ダウンロードできる「音楽付き年賀状」および横浜のテキスタイルブランド「濱文様」の実店舗・本サービス
で割引が受けられる実店舗と連動した「濱文様年賀状」およびスタンプで好評を博している話題の「江頭 2:50」
「具志堅用高」などの「人気スタンプ年賀状」を 2015 年 11 月 20 日（金）より発売開始いたします。

■コラボレーションデザイン例

音楽付き年賀状デザイン例

濱文様年賀状デザイン例

スタンプ年賀状 デザイン例
左：江頭 2:50 右：具志堅用高
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■音楽付き年賀状について
最新 J-POP、洋楽、ロック、アニメソングなど豊富な楽曲から１曲がダウンロードで
きる音楽付き年賀状。全４種のデザインをご用意。年賀状を受け取った方は、レ
コチョク（http://recochoku.jp/）で年賀状に記載のうたコード（R）を使い、
お好きな楽曲を 1 曲ダウンロードできます。
利用期間：2016 年 1 月 1 日～2016 年 2 月 29 日
■レコチョクについて
2001 年の設立以来、国内の音楽配信サービスにおけるリーディングカンパニーとし
てマルチデバイス向けに多彩な音楽配信サービス事業を展開するほか、うたコード
（R)を使った音楽ソリューションを展開するなど、多くのお客様のニーズにお応えす
る全方位のサービスを展開しています。
レコチョクに関する詳細はこちらでご覧ください。 http://recochoku.jp/

音楽付き年賀状デザイン例

■「音楽付き年賀状」商品概要
販売先

：「スマホで年賀状 2016」（スマホ版)、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版)

販売価格 ：普通用:1 枚 200 円（税込、はがき代・印刷代込）
販売期間 ：2015 年 11 月 20 日～2016 年 1 月 15 日

■濱文様年賀状について
「濱文様」店舗にてお買い物をされた方全員に、「ネットで年賀状」「スマホで年賀状」で使える最大 500 円引きの
購入割引がうけられるクーポンの配布いたします。また、「ネットで年賀状」「スマホで年賀状」の「濱文様特設サイ
ト」でキャンペーン対象の年賀状を購入・受け取った方は、期間中に濱文様店舗でお買い物の際、対象年賀状を
提示すると 10％OFF になります。
現在、オリジナルテンプレートとして人気のデザインが３0 種以上を発売中。
・年賀状購入割引クーポン配布期間
2015 年 11 月 20 日～
※一部店舗での配布しておりませんので詳しくは特設サイトをご覧ください。
※予定配布枚数に達し次第終了いたします。
・キャンペーン期間
キャンペーン対象デザイン例

割引クーポン付年賀状
販売期間：2015 年 11 月 20 日～
店舗でのクーポン使用期間：2016 年 1 月 1 日～1 月 14 日
※福袋は対象外となります。
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■濱文様について
濱文様（株式会社ケイス、本社：神奈川県横浜市）は、横浜伝統の「捺染（なっせん）」という染め技術を用
い、てぬぐいや風呂敷など和のテキスタイルでありながら、横浜らしい遊び心や情緒にあふれた現代のシーンにもマッ
チする新しいテキスタイルデザインを生みだし続けています。濱文様らしさへのこだわりから生まれた商品は、
2007/2008 年にはグッドデザイン賞受賞、ニューヨーク近代美術館 MoMA Design Store の Destination
Japan 展への展示、フランスのメゾンエオブジェ展への選考出品など、そのユニークな世界は海外にも認知されてい
ます。
■「濱文様年賀状」商品概要
販売先

：「スマホで年賀状 2016」（スマホ版)、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版)

販売価格 ：普通用:1 枚 130 円～（税込、はがき代・印刷代込）
販売期間 ：2015 年 10 月 29 日～2016 年 1 月 15 日

■人気スタンプ年賀状について
スタンプで好評を博している「江頭 2:50」「具志堅用高」「小林幸子」「JelllyFishDesignOffice」「いしいともこ」
「Miho Kurosu」が「ネットで年賀状」にだけに描き下ろしデザインや人気スタンプ施したデザインを初年賀状化。
【クリエイターについて】
JelllyFishDesignOffice： 「毒舌あざらし」をはじめとしたオリジナリティ溢れるキャラクタースタンプが人気の
クリエイターです。
いしいともこ： 「しろくまのメッセージ」等といった年齢を問わず日常シーンで使いやすいスタンプを
描く事を得意とした人気クリエイターです。
Miho Kurosu ： 「敬語くまさん」という可愛らしいクマをモチーフとしたスタンプで人気を博した
クリエイターです。
■スタンプ年賀状について
スマートフォン向けコミュニケーションツールとして人気を博している有名芸能人・有名クリエイターのスタンプデザインを
使った、今回の年賀状専用のオリジナル描き下ろしデザインでご提供致します。
■「人気スタンプ年賀状」商品概要
販売先

：「スマホで年賀状 2016」（スマホ版)、「ネットで年賀状 2016」（パソコン版)

販売価格 ：普通用:1 枚 182 円（税込、はがき代・印刷代込）
販売期間 ：2015 年 11 月 20 日～2016 年 1 月 15 日
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スタンプ年賀状 デザイン例

■サービスサイト
スマホで年賀状 2016（スマホ版）

：https://net-nengajo.jp/sp/

ネットで年賀状 2016（パソコン版）

：https://net-nengajo.jp/

◆「スマホで年賀状 2016」とは
日本郵便と連携し、年賀状の作成から、印刷、配送まで年賀状のすべてがカンタンにできる「ネットで年賀状」の
iOS/Android アプリ版。昨年度 300 万枚を売り上げたスマホ年賀状作成アプリの決定版が、よりおしゃれに、かん
たんになって 2016 年も登場いたしました。こだわりのデザインは 500 種類以上！年賀はがきから宛名をデータ化す
る「宛名スキャン」を搭載！（アプリ利用料無料）
■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
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