【PRESS RELEASE】

2018 年 11 月 1 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

累計 200 万ダウンロード、累計注文枚数 2,500 万枚突破︕
累計 45 万人のママが選んだ「スマホで年賀状

2019」本日提供開始*1︕

ママたちの声を活かしたこだわりのデザインは、年賀状アプリ最大級の 1,000 種類*2 以上︕
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、日本郵便株式会社
(代表取締役社長︓横山 邦男／以下、日本郵便)と連携して、2018 年 11 月１日(木)から無料アプリ「スマホで年賀状
2019」（iOS 版/Android 版）で年賀はがきの注文受付を開始いたします。
多くのお客様からご愛顧を頂き、2014 年版から 2018 年版の 4 年間で累計 200 万ダウンロードを達成。ご好評頂いてい
る機能はそのままに、2019 年版ではお客様のお声を元にデザインラインアップを更に強化。今年も引き続き、
「ENJOY!NENGAJO～年賀状を楽しもう～」をコンセプトにサービスを展開いたします。

アプリアイコン

【「スマホで年賀状 2019」サイト】
（スマートフォン版）https://net-nengajo.jp/sp/ （パソコン版）︓https://net-nengajo.jp/

「スマホで年賀状 2019」のカンタン・カワイイ・安心 7 大ポイント
【最短 5 分で年賀状作成】 スマホひとつでデザイン作成から印刷／配送まで手配完了。おでかけいらず︕
【ラクラク宛名スキャン】 昨年のはがきを撮影するだけで、宛先情報をデータ化。面倒な宛名入力作業は不要︕
【心こもる手書きスキャン】 手書きの文字やイラストを載せた、温かみを感じる手づくり年賀状を送ることもできます︕
【おしゃれなデザインが豊富】 和モダンや北欧デザインなど、テンプレートは年賀状アプリ最大級の約 1,000 種類*2︕
【1 枚から注文 OK】 基本料金 0 円だから、1 枚からでもお気軽に注文できます︕宛名印刷も無料︕
【充実のタイアップ】「濱文様」や「SOU・SOU」など定番ブランドに加え、ママに人気の 6 つの新ブランドが登場︕
【無料のサンプル注文】 初めてのネットプリントでも安心︕実物で事前に確認できる「サンプル注文」は何枚でも無料︕
*1︓喪中はがきのみ 10 月 2 日より注文開始 *2︓2018 年 11 月 1 日時点では 800 種類以上が登場。12 月上旬に 1000 種類以上のご提供となります。

■累計 200 万ダウンロード、累計注文枚数 2,500 万枚突破︕
注文者の 8 割以上が女性、主にママ層から支持されています。
「スマホで年賀状」とパソコン版である「ネットで年賀状」は注文枚数が直近 2 年(2016-2018）で 300％成長、累計注
文枚数は 2,500 万枚を突破しました。また、2013 年 11 月から配信を開始したスマートフォンアプリ版「スマホで年賀状」
は、累計ダウンロード数 200 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。
お客様の年齢層は 25 歳～40 代後半。スマホひとつでカンタンに作ることができる点が支持され、手紙や「はがき」を送る機
会が少なくなった世代に、手軽にご利用頂いているのが特長です。また、購入者の８割以上が女性で、その中でも特に 30 代
のママ層から人気が堅調。アンケート結果やインタビューからも、忙しいママのための仕様やサービス、デザインの豊富さが大きな
理由とご好評を頂いております。

スマホで年賀状のサービス実績の推移

2018 年度版の購入者属性比率

■デザインを選ぶワクワク感︕1,000 点を超えるラインアップは年賀状アプリ最大級︕
ママ層を中心としたお客様からのご要望や人気の傾向をもとに商品を企画・構成。1,000 を超えるデザインラインアッ
プを一新しました。オリジナルのラインアップは、写真がメインになったシンプルなデザインや、お正月にぴったりな和デザイン、
大人可愛いテイストのデザインなどご好評を頂いたテイストを更に充実。タイアップのラインアップは、定番となったブランドに
加え、女性に人気のブランドやデザイナーのデザインが新登場︕
また、子どもの写真をもっと沢山入れて作りたい︕というご要望にお応えして、写真を 10 枚入れられるデザインもご用
意しています。
更に「スマホで年賀状」では、送り先に合わせて「賀詞」を変えられる機能付き。お気に入りのデザインを一つ作るだけで、
ご友人用、ご親戚用、ビジネス用と送る相手に合わせた年賀状を簡単に作成することができます。

バリエーション豊かなデザインラインアップ！

賀詞部分を送り先に合わせて変更可能！

■ママからのお声に応えて、今年はタイアップ年賀状が更にパワーアップして登場︕
本日公開の 7 ブランドを皮切りに、全 16 ブランドが登場︕（本日提供開始分より一部抜粋）
〈タイアップ１〉 日本の四季をポップに表現した「SOU・SOU 年賀状」が登場︕
四季に寄り添って生きる日本人の暮らしに馴染むテキスタイルデザインを製作する
京都のブランド「SOU・SOU」の年賀状が全 10 柄で今年も登場。シグネイチャー
デザインといえる数字柄の SO-SU-U は「スマホで年賀状」だけの特別な年賀状
仕様です。
【商品名】SOU・SOU 年賀状
【販売価格】140 円～（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/sousou/

〈タイアップ 2〉 新作干支イラストも登場︕「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今年も
販売します。干支のイノシシデザインも必見です。
【商品名】カレルチャペック紅茶店の年賀状
【販売価格】140 円～（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/karelcapek/

〈タイアップ 3〉 新デザイナーも参加。10 名の北欧デザイナーが描く 「スカンジナビアン・パターン・コレクション」
ママ層から絶大なる人気を誇る北欧デザインのおしゃれな年賀状。今年も 10 名
の北欧デザイナーを起用し登場です。描き下ろしの干支イラストのデザインテンプレ
ートから北欧らしさが溢れる自然をモチーフにしたデザインまで、彩り豊かなラインア
ップでお届けします。
【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】140 円～（税込）
【URL※11 月 9 日公開予定】https://net-nengajo.jp/special/scandinavian/

〈タイアップ 4〉 ママにもお子様にも大人気、「リラックマ」のかわいい年賀状
2018 年に 15 周年を迎えた人気キャラクターのリラックマ。ママに人気の花をモチー
フにしたデザインや、キュートなストロベリー柄のデザインなど、“かわいい”をテーマにし
た全 10 デザイン 20 バリエーションのデザインが今年も登場します。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】192 円～（税込）
【URL】https://net-nengajo.jp/special/rilakkuma/

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■忙しい年末でも“スマホひとつ＆たったの５ステップ”で年賀状が完成︕
しかも、はがきもプリンターも不要︕はがきに印刷して、ご自宅か直接宛先にお届けします。
【１】App Store／Google Play より無料でアプリをダウンロード
【２】1,000 種類以上あるデザインテンプレートからお気に入りの年賀状デザインを選択
【３】スマホからお気に入りの写真を挿入したり、手書き文字を入れたり、スタンプで飾り付けしながら、デザインを作成
【４】ご自宅配送、投函代行などからご希望の注文方法（配送方法）を選択
無料の宛名印刷をご利用の場合は、宛先情報や差出人情報を入力︕
【５】各種支払い方法を選択して、決済の手続きをすれば注文はすべて完了︕
※クレジットカード決済／コンビニ・郵便局決済／Yahoo!ウォレット決済／キャリア決済（docomo、au、SoftBank）に対応

年末の準備に忙しい時期でも、子育ての合間でも、お出かけなしの５ステップだけで、印刷された年賀状がご自宅もしくは宛
先に直接届きます︕

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

■「スマホで年賀状」を便利に楽しく使うための 3 つの Tips
1. 「宛名スキャン」で撮影するだけ︕面倒な宛名入力から解放されよう︕
「スマホで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」。
リリースからわずか 3 年で累計スキャン件数が 150 万件を突破した、大変ご好評いただいて
いる人気機能です。昨年のはがきを撮影するだけで、宛先情報を自動でデータ化。面倒な入
力は一切なしで宛先帳への宛名登録が完了します。1 枚ずつ宛名を書く手間も、書き損じ
てイライラすることもなく年賀状を作成できます。
データ化された宛先帳は継続利用ができるため、来年以降の年賀状づくりも簡単に。
何枚でも無料でご利用頂けます。

宛名スキャンサービス画面

※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。

2. 「手書きスキャン」で手書きの文字やイラスト付きの心がこもった年賀状を作ろう︕
紙に書いた文字やイラストを、スマホで撮影して取り込むだけで、年賀状デザインの中
にスタンプとして配置できる機能「手書きスキャン」。「元日の配送に間に
合わせたいけれど一筆添えたい」というときや、「子どもがスケッチブックに描
いた文字や絵を両親にもみせてあげたい」というときなど、「手書きスキャ
ン」の活用方法は様々︕撮影後の編集機能で「色」や「線の太さ・濃
さ」、デザイン編集画面で「掲載サイズ」を簡単に調整可能。オンライン注
文でも手作り感あふれる心のこもった年賀状を作ることができます。

3. 「サンプル注文」は無料で何度でも注文可能︕納得いくまでとことんこだわることができる︕
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
て年賀状をオンライン注文する方でも安心できるように、無料でサンプルをお届けしま
す。何度でも何デザインでもご注文可能ですので、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いた方には、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。
※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。

■15 時までの注文は翌日発送︕最短で注文日の翌々日にはお手元にお届け︕
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。ご自宅へのお届けでご注文いただいた場合は、日本郵便の
「ゆうパック」で発送。“配達日時指定”にも対応。師走の忙しい時期に有難いと利用者様にご好評を頂いております。
※お届け日数は地域によって異なります。

■Twitter の友だちやメアドしか分からない方にもはがきの年賀状が送れます︕
「スマホで年賀状 2019」では Twitter のフォロワーや、引っ越しなどによりメ―ルアドレスしか分からなくなってし
まった方宛にも年賀状を送ることが可能です。注文方法を選択する際に、「Twitter の友達に送る」もしくは「メー
ルで送る」を選択して、希望のお届け先を選択すると、アプリを通じてメッセージが送信されます。
メッセージを受け取った方が URL にアクセスして住所を入力すると手続完了となり、送り主が住所を知らなくても、
宛先に年賀状を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。

■お急ぎの方やはがきをお持ちの方にお勧め、「コンビニで年賀状」も登場︕
昨年初登場し大変ご好評頂いた「スマホで年賀状」のコンビニ出力版のアプリ「コンビニで年賀状」が今年も登場。セブンイレブンのマルチコピー機で１枚から印刷が可能です。デザインの作り方は「スマホで年賀状」と同様、スマホアプリで簡単作成。
特に年末年始、今すぐ手元に年賀状が欲しい方や、既に「はがき」をお手元に購入済みの方からご好評いただいています。

サービスロゴ(上)とアプリアイコン(下)

サービス詳細は、「コンビニで年賀状 2019」公式サイト（https://cvs.net-nengajo.jp/）よりご確認ください。■サービ

ス提供期間
2018 年 10 月 1 日 (月) ～ 2019 年 1 月 15 日 (火)予定
■スマホで年賀状 2019（スマホアプリ版）アプリストア
[

iOS

] https://itunes.apple.com/jp/app/id728374868?mt=8

[Android] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.net_nengajo.spnenga&hl=ja

■サービス価格（全て税込）
まとめ割時のサービス料(印刷費)

サービス料
(印刷費)

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」、「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「自宅配送」でご注文の際に注文毎で頂戴しております。
※「写真用紙」でご注文の場合、「年賀はがき」「ディズニーキャラクター 年賀」「スヌーピー 年賀」の 3 種類から「はがき」をお選び頂けます。

■アプリ詳細
【iOS】

【Android】

価格︓無料

提供場所︓App Store

推奨環境︓iOS 10.3 以降

価格︓無料

提供場所︓Google Play

推奨環境︓Android4.4 以降

■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 を通じて、日本の伝統文化である年賀状をサポートし、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。
■株式会社 CONNECTIT（コネクティット）
本社所在地

︓東京都千代田区有楽町 1−10−1

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

代表者

︓代表取締役 飯野 法志

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％

URL

︓http://connectit.co.jp/

■サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
「スマホで年賀状」事務局電話

︓ 0570-000-766＊受付時間 10:00 から 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︓小池／森本／岡田（TV 担当）
TEL︓03-6204-4141 / FAX︓03-6204-4142
Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com

