
 
 

 

 

ダウンロード数 No.1*1 年賀状アプリ 

「スマホで年賀状 2020」 本日から年賀状販売開始！ 

イメージキャラクターとして人気ママタレントの小倉優子さんを起用 

機能強化でもっと簡単・便利に！好みに合わせて選べるデザインはさらに充実のラインナップ！  

 

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、2019 年 11 月１

日（金）から無料アプリ「スマホで年賀状 2020」（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頂き、2012 年版から 2019 年版の 7 年間で累計 300 万ダウンロードを達成。2020 年版では、

お客様の声をもとに機能面とデザイン面を進化させ、さらに簡単で便利におしゃれな年賀状を作れるようになりました。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。 

また、イメージキャラクターとして人気ママタレントの小倉優子さんを起用。11 月 1 日（金）より公式 YouTube チャンネルに

て WEB CM を公開するほか、「スマホで年賀状 2020」サイトでは同日から小倉優子さんのインタビューを公開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【「スマホで年賀状 2020」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」公式 YouTube チャンネル】 

https://www.youtube.com/channel/UCz2YgxC3But7x0MZmrYtsRg/videos 

 

 

 

 

 

 

 

【PRESS RELEASE】 

 報道関係者各位 

2019 年 11 月 1 日 

東京都千代田区有楽町 1-10-1 

株式会社 CONNECTIT 

アプリアイコン 

「スマホで年賀状 2020」は、ここが進化！ 

【5 つの新機能】 写真加工や宛先管理などより便利な機能で、年賀状作りがもっと簡単に楽しく！ 

【デザインラインナップ】 全て新作かつオリジナル！1,000 種類を超えるバリエーションでお届け！ 

*1：アップアニー調べ、 日本国内 iOS・Android 合計 2018 年 10 月～2019 年 1 月 

https://net-nengajo.jp/sp/
https://net-nengajo.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCz2YgxC3But7x0MZmrYtsRg/videos


 
 

 

■累計 300 万、ダウンロード数 No.1※1、利用者の愛着・信頼度 88.7%※2！ 

  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」はアプリダウンロード数 No.1※、また利用者による愛着度や信頼度をはかるアンケート調査では 88.7％

の方がサービスに満足しているという結果に。その中でも、アプリの使いやすさに対しては 90.3％、デザインに質に対しては

87.8％、翌日出荷という納期に対しては 89.4％の方が満足しているというスコアも。「簡単・スピーディにオシャレな年賀状が

作れる」サービスとしてご評価を頂いております。その満足度に裏付けられるように、注文枚数が直近 3 年（2017-2019）で

175％成長、提供開始から順調に成長を遂げているサービスです。 

また、お客様の年齢層は 25 歳～40 代前半。スマホひとつで簡単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

のママ層からの人気が堅調です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「スマホで年賀状 2020」は、ここが進化！ 

【5 つの新機能】 写真加工や宛先管理などより便利な機能で、年賀状作りがもっと簡単に楽しく！ 

1. 写真を“おしゃれに一括編集“できるフィルター機能 

20 代～40 代の女性にアンケートを取り、「いつも使用している」また

は「非常に使い勝手が良いと感じる」という意見の多かった色味のフィル

ターをご用意しました。また、複数の写真に一括でフィルターをかけること

ができるので、オシャレな写真年賀状が簡単に作れます。 

※PC 版では利用できません。アプリ版でフィルターをかけたデザインを保存し PC 版で開い

た場合、フィルターは自動で解除されます。 

 

2. 写真を“瞬時にスタンプ化” 切り抜きスタンプ機能 

カメラロールから写真を選択してお好みの形で切り抜くとオリジナルの

スタンプが完成。「もっとたくさん写真をいれたい」「ワンポイントに写真を

いれたい」というニーズに応える新機能が登場です。 

 

3. “面倒な調整不要“ 写真の一括挿入＆再配置機能 

これまでは 1 点ずつ選択していた写真を、カメラロールから一括選択／

挿入できるようになりました。また、挿入済み写真を他のフォトフレームエ

リアにドロップするだけで写真を入れ替えられます。さらに、年賀状に使

用した写真フォルダが自動生成されるので、年賀状の作成に使用した

写真を簡単に確認できます。 

*1：アップアニー調べ、 日本国内 iOS・Android 合計 2018 年 10 月～2019 年 1 月 *2：サービス利用者へのアンケート調査結果（2019 年 2 月 1 日実施） 

【サービス利用者男女比率】 【サービス利用者満足度】 【サービスの特長に対しての満足】 

写真を選択して、切り抜き。簡単仕様。 

複数写真を選択し、一気に配置。 

複数写真に一括でフィルターをかけることも可能 



 
 

 

4. 年賀状づくりの“３大面倒”の一つ、宛先管理の機能がパワーアップ！ 

宛先入力が断然楽になったとご好評をいただいている「宛名スキャン」に加えて、兼ねてか

ら沢山のお声を頂いていた２つの機能が新登場。一つ目は、宛先をグルーピングして管理で

きる機能。グループ名は管理しやすいように自由に設定できます。２つ目は、過去 3 年分の

送受履歴の記録が可能に。スマホで年賀状でご注文いただいた宛先には、送付デザインも

自動で表示されるようになりました。その他にも送受履歴やグループでの検索、宛先データの

一括編集も可能となり、時間と手間がかかる宛先管理がさらに簡単になりました。 

※宛先帳は 10 グループまで登録可能です。 
※「スマホで年賀状 2018」のご注文分は送付履歴／デザイン表示の対象外です。受取記録は手入力が必要で

す。 

※自動登録された宛先情報は編集可能です。 

 

5. ”出し忘れの際も安心” 予備はがきの購入機能 

注文内容の確認画面で、書き損じや出し忘れ用の（宛名面の印字がされていない）

予備はがきを「注文の確認」画面で簡単に追加注文できるようになりました。再度注文を

する手間を減らしていただくための便利機能が登場です。 

 

   

 

■「スマホで年賀状 2020」はここが進化！ 

【デザインラインナップ】 全点が新作かつ自社オリジナルデザイン。バリエーションも更に豊富に。 

今年もママ層を中心としたお客様からのご要望や人気の傾向や流行を分析し、すべての商品を自社で企画・制作。

1,000 種類以上の多彩なデザインラインナップをすべて新作でご用意いたしました。写真をメインとしたシンプルなデザイン

や定番の和のデザイン、ポップなイラストを使用したデザインなどをご用意し、お客様に”選ぶ楽しさ”をご提供いたします。 

タイアップのラインナップは、ご好評頂いている定番ブランドに加え、テキスタイルブランドやキャラクターなど女性に人気の

ブランドやクリエイターのデザインを順次公開。 

写真をたくさん入れられるデザインも引き続きご用意しております。さらに「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
送り先に合わせて 

賀詞部分を変更可能！ 

バリエーション豊かなデザインラインナップ！ 

送ったデザインが自動表示 

追加注文が簡単に 



 
 

 

タイアップ年賀状が、今年も続々！本日公開の 9 ブランドを皮切りに全 19 ブランドが登場！ 

（11 月 1 日および 7 日提供開始分より一部抜粋） 

〈 新登場 〉  縁起物をカラフル＆ポップにアレンジする山梨発のテキスタイルブランド「kichijitsu」 

 「毎日を吉日」をコンセプトに、伝統の技術力を生かして、語り継がれる和の文

化を取り入れた豊かな暮らしを提案する「kichijitsu」とのコラボレーション年賀

状。御朱印長で人気のデザインから完全描きおろしイラストを含む全 13 種、全

26 バリエーションで登場。ポップなデザインと和のテイストをミックスさせた和×かわ

いいデザインで新年のあいさつを彩ります。 

【商品名】kichijitsu 年賀状 

【発売日】11 月 7 日（木）予定 

【URL】https://net-nengajo.jp/special/kichijitsu/ 

 

〈 新登場 〉 個性を大切にする女性にレトロモダンなスタイルを提供する「ふりふ」 

個性を大切にする女性に”オリジナルテキスタイル”で、着物を始めるきっかけを

提案するブランド「ふりふ」。「ふりふ」のコレクションの中でも特に人気の高い柄

や、新年のご挨拶に相応しいモチーフの柄を中心に全 14 種、全 29 バリエー

ションのラインナップ。年賀状でも個性をアピールしたいママや、ありきたりの年賀

状は送りたくないというママにおススメです。 

【商品名】ふりふ年賀状 

【発売日】11 月 7 日（木）予定 

【URL】https://net-nengajo.jp/special/furifu/ 

 

人気の定番ブランドももちろんご用意！ 〈すべて 11 月 1 日（金）発売予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濱文様 スカンジナビアン・ 

パターン・コレクション 
LIBERTY FABRICS SOU・SOU AIUEO 

MAI OHTA ファンタジスタ歌磨呂 リラックマ 映画 すみっコぐらし 

©2019 日本すみっコぐらし協会映画部 ©2019 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／キャリア決済（docomo、au、SoftBank）／楽天ペイ／Yahoo!ウォレット決済に対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「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、ヤマト運輸の

ネコポスもしくは宅急便でお届けします。宅急便ご利用の場合は、“配達日時指定”にも対応しています。 

※お届け日数は地域によって異なります。※ネコポス利用は 80 枚以下のご注文に限ります。 

 

■面倒な宛名入力から解放！宛先入力は「宛名スキャン」で撮影するだけ！ 

「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」。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。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。宛名印刷ももちろん

無料。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。 

※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。 

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 



 
 

 

■サービス提供期間 

2019 年 10 月 1 日（火）～ 2020 年 1 月 15 日（水）予定 

 

■スマホで年賀状 2020（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） 

  
サービス料 

(印刷費) 

まとめ割時のサービス料(印刷費) 

10 枚～ 30 枚～ 50 枚～ 

10% OFF 20% OFF 30% OFF 

普通紙 80 円 72 円 64 円 56 円 

写真用紙 110 円 99 円 88 円 77 円 

喪中・寒中 70 円 63 円 54 円 49 円 

 

※自宅（お手元）に送る場合は、別途送料がかかります。 

※喪中・寒中用のはがきは「胡蝶蘭」を使用。 

※価格表は、1 枚あたり税込の金額になります。 

※まとめ割は、上記の 3 種類の組み合わせにより達した場合でも適用します。 

※キャラクター年賀状・チャリティ年賀状はまとめ割適用外です。 

 

■アプリ詳細 

【iOS】 【Android】 

価格：無料    提供場所：App Store 

推奨環境：iOS 11.0 以降 

価格：無料    提供場所：Google Play 

推奨環境：Android4.4 以降 

 

■小倉優子さんも「スマホで年賀状」に太鼓判！WEB CM とインタビュー動画を公開！ 

「スマホで年賀状」では、2020 年版のイメージキャラクターとして小倉

優子さんを起用いたします。11 月 1 日（金）より公式 YouTube チャ

ンネルにて公開する WEB CM『ホームパーティ』篇では、「小倉さんちの年

賀状超可愛いよね!!」「デザインとかやっぱプロに頼むの？」などママ友から

質問攻めに合う小倉さんが、「スマホで年賀状」アプリでの年賀状作りを

ママ友に披露。かわいい年賀状を簡単かつすぐに作れる「スマホで年賀状」

の特長を表現しています。また、小倉さんのインタビュー動画も「スマホで

年賀状」の特設サイトにて同日から公開いたします。 

＜小倉優子さんコメント＞ 

私にとって、年賀状は日々の暮らしをとても豊かにしてくれるものです。公園で撮った何気ない写真でも、「今年の年賀状はこれかな？」な

どと考えながら子どもと遊んでいると、日々の一コマひとつひとつが特別なものになります。遠く離れてしまったママ友や普段合わない親戚の

子どもの成長が見られるのも年賀状のいいところだと思います。ただ、宛名を入力するのが面倒だったり、書くのに時間と手間がかかったりす

るので、いつも出すのがギリギリになってしまうんです。「スマホで年賀状」は宛名を自動で入力してくれて、配達までしてくれるのがとても便

利ですね。スマホひとつでできるので、移動中に作れるのもありがたいです。15 時までに入稿すれば、翌々日に配達してくれるというのも、

忙しいママには嬉しいですね。是非皆さんも、「スマホで年賀状」で素敵な年賀状を作ってみてください。 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/id728374868?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.net_nengajo.spnenga&hl=ja


 
 

 

■株式会社 CONNECTIT について 

株式会社 CONNECTIT は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、ママや家族のより便利で快適な暮らしをサポートする企業として、

今後も生活者に寄り添った様々な事業開発・運営を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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※12 月のみ 19:00 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（フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社内） 

担当：林／八木／小林 

TEL：03-6204-4141 / FAX：03-6204-4142 

Mail: Nenga@bluecurrentgroup.com 

■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/ 

 

mailto:contact@net-nengajo.jp
mailto:Nenga@bluecurrentgroup.com

