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累計 150 万ダウンロード、累計注文枚数 1,700 万枚突破！
年賀状アプリの決定版「スマホで年賀状

2018」本日より提供開始*1！

こだわりのデザインテンプレート数は、年賀状アプリ最大級の 800 種類*2 以上！
リアルとデジタルを融合させたコミュニケーションサービスを提供する株式会社 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、iOS と Android 向け無料アプリ「スマホで年賀状 2018」の提供を 2017 年 11
月１日(水)より開始いたします。
2014 年版から 2017 年版の 3 年間で累計 150 万ダウンロードを達成した当サービスでは、多くのお客様からご好評を頂い
ている機能はそのままに、さらにお客様の声に耳を傾け、今年も新たな機能を多数実装。より「楽しくなる年賀状づくり」の体験
を応援してまいります。
サービスロゴ

アプリアイコン

「スマホで年賀状 2018」の主な特徴
【New！】 結婚、出産、ビジネスなど利用シーンに合わせて賀詞の変更が可能！
【New！】 鮮やかな色再現性のある富士フイルム社製印画紙を採用し、写真用紙の品質がさらに向上！
【New！】 最大 10 枚まで写真を入れられるフォトフレームタイプのデザインテンプレートが新登場！
【アップデート！】 800 種類*2 以上のデザインテンプレート、470 種類以上のスタンプはすべて新作！
【継続！】 15 周年を迎えるリラックマをはじめ、話題のコラボレーション年賀状が続々登場！
【継続！】 大好評の「宛名スキャン」、「手書きスキャン」を今年も無料でご利用可能！
【継続！】 事前に出来上がりの品質を確認できる「サンプル注文」。何枚でも無料でお試し可能！

*1：喪中ハガキのみ 10 月 2 日より注文開始
*2：2017 年 11 月 1 日時点では 700 種類以上が登場、順次発売開始予定。12 月初旬に 800 種類以上のご提供となります。

■年賀状市場が縮小する中、累計 150 万ダウンロード、累計注文枚数 1,700 万枚突破！
2010 年よりサービスの提供を開始し、2013 年 11 月からはスマートフォンアプリ版「スマホで年賀状」の提供を開始いたしま
した。2010 年には約 40 億枚の流通枚数を誇った年賀状も、2017 年度は約 28.5 億枚と約 30%減少している中、当サ
ービスは注文枚数が約 221%増加(昨年対比 2016-2017)し、累計注文枚数は 1,700 万枚を突破。累計ダウンロード
数も 150 万ダウンロードを超え、サービス提供開始から順調に成長を遂げております。

スマホで年賀状のサービス実績の推移

■年賀状アプリ最大級の 800 種類*2 以上のデザインテンプレート＆470 種類以上のスタンプはすべ
て新作！ 本年度も Instagram で人気の「りんか＆あんな」をイメージキャラクターに任命！
豊富なバリエーションでご好評をただいているデザインテンプレートは、2018 年用に一新し、過去最大の 800 種類*2 以上を
用意しました。お客様のご要望に応えて、写真を最大 10 枚（昨年までは最大 5 枚）まで入れられるフォトフレームタイプも新
たに登場します。また、昨年注文者の約 30％＊3 が利用した年賀状をデコレーションするスタンプも 470 種類以上に拡充しま
した。
今年から新登場した賀詞を変更できるデザインテンプレートと 90 種類以上の賀詞スタンプを使えば、結婚や出産などのプラ
イベートイベントやビジネスなど利用シーンにあわせた年賀状作成もおこなえます。
さらに、鮮やかな色再現性のある富士フイルム社製印画紙に銀塩プリントを施すことで、写真用紙の印刷品質もさらに向上
いたしました。

デザイン例

スタンプ及びスタンプ使用例

昨年から引き続き、Instagram で 55 万人*4 のフォロワーを誇る人気の双子のキッズモデル「りんか＆あんな」をイメージ
キャラクターに任命し、オリジナルムービーの公開など今年も多岐に渡る活動を予定しております。
＊3：昨年度当サービス利用者データ

＊4：2017 年 11 月 1 日時点

■毎年話題のコラボレーション年賀状が今年も続々登場！（本日提供開始分より一部抜粋）
〈コラボレーション１〉 2018 年に 15 周年を迎える「リラックマ年賀状」
2018 年に 15 周年を迎える人気キャラクターのリラックマ。新作「桜」シリーズをはじめ、お正月も“ごゆるり”とできるデザインテン
プレートが今年も多数登場します。また、昨年人気を博したコリラックマがデザインされたタイプも拡充しました。
【商品名】リラックマ年賀状
【販売価格】182 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/rilakkuma/
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〈コラボレーション２〉 2 年連続人気 No.1「濱文様年賀状」を一新！
当サービスで 2 年連続人気 No.1 を記録した、横浜から「新しい和」を発信する、テキス
タイルブランド「濱文様」とのコラボレーション年賀状。新作商品や定番商品の「柄」をモ
チーフにしたデザインで、それぞれフォトフレームタイプとイラスト（写真なし）タイプをご用
意しています。
【商品名】濱文様年賀状
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/hamamonyo/

〈コラボレーション３〉 北欧デザイナー集団が描く 「スカンジナビアンパターンコレクション」
昨年もご好評をいただきました北欧のおしゃれな年賀状。今年は、10 名の北欧デザイナーを起用し、フォト
フレームタイプを充実させました。描き下ろしの干支の戌イラストのデザインテンプレートも販売致します。
【商品名】スカンジナビアンパターンコレクション年賀状
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/scandinavian/

〈コラボレーション４〉 人気紅茶店のキャラクターが描かれた「カレルチャペック紅茶店の年賀
状」
「おいしい紅茶をたのしく」がテーマのカレルチャペック紅茶店。オーナーの山田詩子氏が描くかわいらしい
オリジナル人気キャラクターがデザインされた年賀状を販売します。
【商品名】カレルチャペック紅茶店の年賀状
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/karelcapek/

〈コラボレーション 5〉ほのぼの系キャラクター「すみっコぐらし年賀状」
お子さんから大人女性にも人気の、ちょっぴりネガティブな癒しキャラ「すみっコぐらし」。柔らかい世界観をモ
チーフにした年賀状を販売します。
【商品名】すみっコぐらし年賀状
【販売価格】182 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/sumikko/
※上記コラボレーション年賀状の販売場所は全てネットで年賀状及びスマホで年賀状
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■初めての人でも安心！事前に出来上がりの品質を何度でも確認できる無料の「サンプル注文」
作成したデザインを“はがき”に印刷して、自宅にサンプルをお届けするサー
ビス。初めてネットプリントを使う方でも安心できるように、何度でもサンプルを
無料で注文可能。満足いくまでお試しいただけます。
さらに、サンプル注文をご利用いただきますと、50 枚以上のご注文でご自
宅への送料が無料になるクーポンをお渡しいたします。
また今年は、コラボレーションやチャリティー年賀状以外の全てのデザインテ
ンプレートでサンプル注文が可能になりました。
※サンプル注文は、通常はがき（胡蝶蘭）での配送になります。
※注文が集中した場合など、サンプル注文サービスのご提供を中断する場合がございます。

■Twitter やメールを使って、住所を知らない方に送ることもできます！
「スマホで年賀状 2018」では住所が分からない友達にも年賀状を送ることが可能です。Twitter で
つながっている人や E-mail アドレスから送りたい人を選択すると、アプリを通じてメッセージが送信されます。
宛先の方が URL にアクセスして住所を入力すると手続完了となり、年賀状を宛先の方に届けることができます。
※Twitter は相互フォローの方のみ送付が可能です。

■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】800 種類*2 以上あるデザインテンプレートから 1 枚選んでカンタンに年賀状デザインを作成
【３】注文方法（配送方法）を選択
自宅（お手元）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!ウォレット決済

【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。

1.アプリを起動

2.デザインを選択

3.デザイン作成

4.注文方法選択

5.決済

■撮影するだけで宛名をデータ化する「宛名スキャン」、累計 150 万枚以上を突破！
「宛名を入力するのが面倒」というご要望から登場した「宛名スキャン」。2 年前にサービスを開始して以来、累計 150 万枚
以上の宛先が、「宛名スキャン」で登録されました。過去に届いた年賀状の“差出人”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がされ、登録された宛先を選択するだけで、簡単に年賀状が送れるようになるサービスです。
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、撮影されたはがき写真は
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今後も活用できるので、来年以降の年賀状づくりも簡
単になります。
※利用が集中した場合など、宛名スキャンサービスのご提供を中断する場合がございます。

■手書きの文字やイラストを取り込める「手書きスキャン」で手書きのメッセージを送れる！
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。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ることができます。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です。

■15 時までの注文を翌日発送！最短で注文日の翌々日にはお手元にお届け！
印刷後にご自宅へお届けするサービスでは、日本郵便株式会社の「ゆうパック」で発送し、最短で注文日の翌々日午前中
にはお手元にお届けできます。更に忙しく平日に受け取ることのできない方は、週末に受け取れる“配達日時指定”も可能で
す。
※お届け日数は地域によって異なります。

■アプリ詳細
【iOS】

【Android】

価格：無料

価格：無料

提供場所：App Store

提供場所：Google Play

推奨環境：iOS 9.3 以降

推奨環境：Android4.2 以降

推奨デバイス：iPhone6 以降

■サービス期間
2017 年 11 月 1 日 (水) 〜 2018 年 1 月 4 日 (木)予定

■サービス価格（全て税込）
まとめ割時のサービス料
サービス料

10 枚〜

30 枚〜

50 枚〜

10% OFF

20% OFF

30% OFF

普通紙

78 円

71 円

63 円

55 円

写真用紙

108 円

98 円

87 円

76 円

喪中・寒中

68 円

62 円

55 円

48 円

※サービス料の他に 1 枚あたり「年賀はがき」は 52 円、「喪中・寒中用の普通はがき」は 62 円を別途頂戴しております。
※「決済手数料」は決済方法で「コンビニ・郵便局決済」を選ばれた場合に頂戴しております。
※「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。
※写真用紙は、はがき種を「年賀はがき」「ディズニーキャラクター 年賀」「ハローキティ 年賀」「スヌーピー 年賀」よりお選び頂けます。

■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

：0570-025133
＊受付時間 10:00 から 18:00 まで

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：成清（なりきよ）/ 森本 / 古川（TV 担当）
TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142
Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com

