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【元日に届けるには今週末がラストチャンス！】

早くもご注文枚数 350 万枚突破 の年賀状作成アプリ
※1

『スマホで年賀状』人気デザイン TOP5 発表！
主な顧客であるママたちの声を元に作られたバラエティ豊かなオリジナルデザインが好評！
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)は、「スマホで年賀状」における人気デザインランキング
を集計しました。
「スマホで年賀状」を使って、確実に年賀状を元旦にお届けするには、12

月 23 日（土）15 時まで

に、アプリ上からご注文をいただく必要があり、この週末がそのラストチャンスとなります。
この週末は、デザインランキングを参考に、年賀状作りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
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※1：2017 年 12 月 18 日現在の注文枚数
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■人気デザインランキング TOP5 発表！
デザインテンプレートは、2018 年用に一新し、過去最大の 930 種類以上※2 をご用意。今回は、その中からご注文の多い
人気デザインテンプレートの TOP5※3 を発表いたします。今年はシンプルでかわいいタイプのデザインが人気という結果になりま
した！ ※2：2017 年 12 月 1 日現在 ※3：2017 年 11 月 1 日~2017 年 12 月 17 日までの販売データよりご注文上位のデザインを抽出

〈第 1 位〉 pop party
写真をはめるだけで、カラフルで楽しい雰囲気のデザインが仕上がる、手軽さが人気の秘密！？
縦、横デザインどちらも大人気です。
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1806029040
https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1806010030

〈第 2 位〉 THE 2018
西暦が印象的にデザインされたクールに決まる 1 枚。洗練されたシンプルなデザインで
スタンプでのアレンジしやすさも人気の理由。
送り先に合わせて、賀詞スタンプの変更にも対応したデザインです。
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1802017010

〈第 3 位〉 Happy Frame
写真を引き立てるラフで楽しいデザイン。2 位の「THE 2018」と同じく、スタンプでのアレ
ンジのしやすさや、賀詞変更に対応したデザインが人気を博しています。
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1802016020

〈第 4 位〉 星に願いを
2018 年の干支である可愛いワンちゃんの写真とイラストのバランスが抜群のデザイン。
簡単に可愛い年賀状を作れるとご好評を頂いております。
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1804014040

〈第 5 位〉 Colorful Dogs
カラフルでポップなワンちゃんのイラストの中に、お気に入りの写真をはめ込むだけで賑やかで、
元気いっぱいな年賀状に仕上がるデザインも人気です。
【販売価格】130 円〜（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/templates/?tid=1806016070
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■コラボレーションデザインも、今年は更にパワーアップ！
豊富なコラボレーションデザインもご支持をいただく理由のひとつ。
定番となった、横濱の捺染（なっせん)で染め上げる手ぬぐいブランドとコラボした
「濱文様年賀状」や 10 名の北欧デザイナーを採用した「スカンジナビアンパターンコレ
クション 北欧デザイン年賀状」は変わらずご支持頂いています。
更に今年は、四季折々の図案を創る京都の大人気テキスタイルブランドとコラボし

SOU・SOU 年賀状

た「SOU・SOU 年賀状」や、イラストレーターで絵本作家の山田詩子氏がオーナーを
務める紅茶専門店とのコラボ「カレルチャペック紅茶店の年賀状」、NY を拠点にグロ
ーバルで活躍するアーティスト・ファンタジスタ歌磨呂氏とのコラボ「ネオハイパーポップ
年賀状 2018 by ファンタジスタ歌磨呂」など、新しい顔ぶれが続々登場。
お客様からのお声や人気デザインの傾向を元に、より喜ばれるデザインの追及を
左：カレルチャペック紅茶店の年賀状

様々な角度から行っております。

右：ネオハイパーポップ年賀状 2018 by ファンタジスタ歌磨呂

■年賀状市場が縮小する中、今年度は早くもご注文枚数 350 万枚※1 を突破！
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%も減少。今年 8 月に発表された 18 年用の当初発行枚
数は、郵政民営化以降で最小枚数となるなど、市場は縮小傾向にあります。
そんな中、「スマホで年賀状」は、昨年の注文枚数が約 221%も増加（昨
年対比 2016-2017）し、累計販売枚数は 1700 万枚を達成。今年度は
早くもご注文枚数が 350 万枚※1 を突破するなど順調に推移しています。
「スマホで年賀状」のサービス実績の推移

■ママたちの声に寄り添い開発した「オリジナルデザイン」と「便利な機能」に支持！
◆ママたちの声を徹底的に分析し、開発する「オリジナルデザイン」
お客様から寄せられるお声と、デザインを定量、定性で評価し、人気の傾
向を徹底的に分析し、毎年すべてオリジナルで商品開発を行います 。
2018 年版では、ご要望にお応えして、写真を最大 10 枚（昨年までは
5 枚）入れられるデザインや、送り先に合わせて賀詞を自由に変更できる
機能（一部デザイン対象）を追加。お友達宛と目上の方宛、お気に入り
の同じデザインで出し分けが出来ると、ご好評を頂いております。

左：写真 10 枚のフレームの一例
右：賀詞変更やスタンプでカスタマイズした例

◆忙しい年末でも、年賀状作りが簡単ラクラクになる「便利な機能」
過去の年賀状を撮るだけで宛先を無料でデータ化する「宛名スキャン」。
面倒な宛先登録が、一気に簡単になったとご好評を頂いております。
また、白紙に書いた文字やイラストをスマホで撮影するだけでデータ化し、
デザインに取り込める「手書きスキャン」は、急いで年賀状を出したい時にも、
手書きメッセージは添えたい！というニーズからうまれた便利機能です。

ご好評いただいている「手書きスキャン」。
お急ぎの時でも手書きのメッセージを添えることができます。
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■「ネットで年賀状/スマホで年賀状」サービスサイト
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/

■「スマホで年賀状 2018」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」
iOS/Android アプリ版。サービス開始から累計 1,700 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 700 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）

サービスロゴ

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

■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 10:00〜18:00 まで）

E-mail

：contact@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 / 岡田（TV 担当）
TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142
Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com
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