【PRESS RELEASE】

2017 年 11 月 22 日

報道関係者各位

東京都千代田区有楽町 1-10-1
株式会社 CONNECTIT
代表取締役 飯野 法志

累計販売枚数 1700 万枚を突破した年賀状アプリの決定版「スマホで年賀状 2018」

自分で作ったファンタジーな世界に迷い込む！？世界でたった一つの年賀状づくり体験！

『ファンタジー年賀状パーティ』を期間限定で開催
2017 年 12 月 8 日（金）～10 日（日）＠錦糸町ショッピングモール オリナス 1F エントリーコート(東京都墨田区)

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
2018」(スマホ版アプリ)、「ネットで年賀状 2018」(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)と、ファンタジーフォトパーティの企画・運営を行う
baby toi(ベイビートーイ、東京都世田谷区、代表：平野聡子)は、“年賀状作りをもっと楽しもう！”をテーマに、
ワークショップ『ファンタジー年賀状パーティ』を 2017 年 12 月 8 日(金)～12 月 10 日(日)の 3 日間限定で「錦
糸町ショッピングモール オリナス」(東京都墨田区)にて開催致します。

＜イベントロゴ＞
<年賀状仕上がりイメージ①＞

＜画像仕上がりイメージ①＞

<年賀状仕上がりイメージ②＞
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■「ファンタジー年賀状パーティ」とは
『ファンタジー年賀状パーティ』は、baby toi の人気企画「ファンタジーフォトパーティ」と、「スマホで年賀状」がコラ
ボレーションし、“ご家族で取り組む、新しい年賀状づくり体験”をテーマにアレンジしたワークショップ型イベントです。
家族でコンセプトを決めて、100 種類以上の素材を使い、門松をキャンパスに自由に工作。衣装を身に着けて
撮影し、作りあげた世界の中に家族の姿を合成すると、まるでファンタジーの世界に迷い込んだかのような写真が
出来上がります。作った写真は、年賀状作成アプリ「スマホで年賀状」で、スタンプを追加したり、文字をいれて、そ
の場で年賀状にし、注文することができます。この機会に、今年の思い出や、来年への想いを形にして、世界でた
った一つの年賀状を作ってみてはいかがでしょうか。
◆今年 1 年の思い出や、来年家族でしたいこと、お子様の夢など。どんな世界をカタチにするかはその人次第！

<画像仕上がりイメージ③＞

<画像仕上がりイメージ②＞

お宝ザクザク
年賀状

夢いっぱいメルヘン
ブランコ年賀状

■「ファンタジー年賀状パーティ」の流れについて
考える、工作する、撮る、合成する、年賀状をつくるといった全5ステップをパーティのように楽しみながら、普段は簡
単には撮れない空想の世界を画像でつくりあげ、その日のうちに写真年賀状として完成させます。
〈1:考える〉

〈2:工作する〉

＜3:撮る＞

＜4:合成する＞

どんな年賀状にしたい
か、ご家族で話し合い
ながらスケッチします。

100 種類以上の素材から好
きなものを選んで、スケッチ
した世界を作り込みます。

衣装を身に着けて
仕上がりイメージを膨
らませて撮影します。

スタッフがその場で
合成します。

＜5:年賀状に仕上げる＞

携帯に届いた完成画像を
つかって、
「スマホで年賀
状」アプリをつかって年
賀状を作成します！

■その他の同時開催イベントについて
当日ワークショップにご参加いただけない方にも年賀状づくりを楽しんでいただけるよう、「フォトセッション」と「スマ
ホで年賀状 デザインエキシビジョン」を同時開催いたします。
フォトセッションでは、お正月や和をテーマにした小物や干支の被り物などをご用意しておりますので、気軽に楽し
い家族写真を撮影していただけます。スタッフが皆様のスマホで写真撮影を行いますので、撮影した写真を素材に
して、その場で「スマホで年賀状」アプリを使って年賀状づくり体験をしていただくことができます（土日のみ）。
また、「スマホで年賀状 デザインエキシビジョン」では、イベント開催時点で全 800 種類を超えるオリジナル
テンプレートからおすすめのデザインを選りすぐり展示します！実物をみてデザインをご確認いただくことのできる
展示会です。
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■「ファンタジー年賀状パーティ／フォトセッション／デザインエキシビジョン」イベント概要
■開催日時：2017 年 12 月 8 日(金)～10 日(日)※フォトセッションは 9 日(土)10 日(日)のみ
ファンタジー年賀状パーティ開催時間／1 部 11:00～13:00、2 部 15:00～17:00
フォトセッション開催時間／11:10~18:30
デザインエキシビジョン開催時間／錦糸町ショッピングモール オリナス営業時間内常時展示
イベント会場オープン時間／11:00～19:00
■開催場所：錦糸町ショッピングモール オリナス（https://www.olinas.jp/）
ファンタジー年賀状パーティ・フォトセッション／1F エントリーコート
デザインエキシビジョン／1F モール共用部
■所在地：東京都墨田区太平 4-1-2（半蔵門線 錦糸町駅「4 番出口」より徒歩 3 分）
■参加料金：全イベント参加無料
■主催

：baby toi

■特別協力／協賛：株式会社 CONNECTIT
■その他注意事項：
・荒天時は中止になることがございます。
・各回 7 組までとさせていただきます。お客様の人数により、お楽しみいただけない場合がございますので、予
めご了承ください。
・ワークショップにお申し込みの方は、開始から 15 分以上遅刻された場合、参加できないことがあります。
＜ファンタジー年賀状パーティ参加について＞
■ファンタジー年賀状パーティ参加組数：各回 7 組
■ファンタジー年賀状パーティ参加申し込み方法：事前予約、当日整理券配布
※希望者多数の場合は抽選
＜フォトセッション参加について＞
◆フォトセッション参加方法：予約必要なし。当日会場にて順番に撮影いただけます。
■ファンタジー年賀状パーティ ウェブサイト（事前予約はこちらから）
http://babytoi.net/pnp/

■ファンタジー年賀状パーティ お客様からのお問い合わせ先
「ファンタジー年賀状パーティ」事務局
E-mail：pnp@babytoi.net
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■錦糸町ショッピングモール オリナスについて
東京都墨田区錦糸町のショッピングモール、オリナス。オリナスは専門店やレストランを集めたショッピングモールと大
型店舗を収容するショッピングコア、そしてシネマコンプレックスが敷地いっぱいに展開した複合商業施設です。広大
なスペースを自由に往き来しながら、ショッピングやアミューズを楽しむことができます。

■ファンタジーフォトパーティについて
「空想」をテーマに、写真撮影を楽しむ体感型アクティビティ。「空想」を「写真」に盛り込んで「考える」「作る」「演じる」
「撮る」のようなステップをパーティのように楽しみます。家族や仲間など、参加メンバーのあいだで熱いコミュニケーションが
生まれるのも魅力。最後には、世界にひとつだけのファ
ンタジーな記念写真が出来上がります。
都内で開催時には、告知後すぐに予約が殺到するな
ど、親子で体験できる大人気アクティビティの 1 つとなり
つつあります。最近では、地域創生のため淡路島や
離島など地方での開催も行なっています。

■baby toi について
2009 年「赤ちゃんがピタリと泣き止むふしぎなおもちゃ」としてリリースした
ガラガラアプリ baby rattle bab bab が世界中で大ヒット。100 万 DL 突破。
以降「赤ちゃんアプリのパイオニア」として、ファミリーフレンドリー企業と一緒に
ファンタジーフォトパーティを代表とするイベントの企画・運営、AR を使ったベビーグッ
ズ開発、デザイン、子どもと遊ぶロボット開発など親子とクリエイティブをつなぐ、様々
サービスロゴ

な試みを行っている。

―会社概要―
社名

：baby toi（ベイビートーイ）

所在地

：東京都世田谷区

電話番号

：03-3413-0098

URL

：http://babytoi.net/
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■「スマホで年賀状 2018」について
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」iOS/Android アプリ版。サービス開始から累計 1700 万枚以上を売
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 2018 年も
登場いたしました。こだわりのデザインは 800 種類以上！年賀はがきから宛名をデータ化す

サービスロゴ

る「宛名スキャン」を搭載！
（アプリ利用料無料）
スマホで年賀状 2018（スマホ版） ：https://net-nengajo.jp/sp/
ネットで年賀状 2018（パソコン版）：https://net-nengajo.jp/
アプリアイコン

■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

■「スマホで年賀状 2018」の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（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
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