筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード

基本仕様
住所録機能
登録件数
住所録：100,000件/1ファイル、差出人：30件
住所録項目
＜自宅住所＞
フリガナ､氏名、敬称、
旧姓、続柄、性別、誕生日、年齢、干支、星座、血液型、連名5名、
〒､住所1/2､TEL、FAX、携帯電
話、
その他､e-mailアドレス､URL､メモ､最寄り駅､緯度経度
＜会社住所＞
フリガナ､会社名､部署名1/2､役職名､〒､住所1/2､TEL、
FAX、携帯電話、
内線、e-mailアドレス､URL､メモ､最寄り
駅､緯度経度
＜予備住所＞
住所種別､〒､住所1/2（海外郵便の場合は宛先・アドレス）､TEL、
FAX、携帯電話、
その他､最寄り駅､緯度経度
＜その他＞
分類､登録・更新日､備考1〜5､マーク1〜10､ピクチャデータ､年賀状/寒中見舞い/暑中見舞いなど7種類の出・受・
喪中記録と宛名毎の一言を16年間表示・管理､宛名毎のレイアウト指定､宛名毎の差出人指定、顧客コード
差出人項目
氏名、
旧姓・フリガナなど、誕生日、年齢、
連名5名､〒､住所1/2､会社名､部署名､役職名､TEL/FAX/携帯電話（項目名
は変更可）､emailアドレス､ URL、海外郵便用リターンアドレス､最寄り駅
コンタクト履歴項目
イベント、種別、開始日時、終了日時、相手、備考
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ファイル互換
他社ソフト住所録ファイル
＜読み込みのみ＞
・筆王Ver.2/3/2000〜2007/ZERO/15〜20 ※1 ※2
・筆ぐるめVer.5.0〜23 ※3
・楽々はがき/2000〜2016
・宛名職人2000〜2016
・はがきスタジオ/2/2000〜2007
・筆自慢11/12/14/2001〜2008
・筆休め2000〜2006
・Excel95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
・Access95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
・Windowsアドレス帳（OutlookExpress）
・Lotus1-2-3
＜読み込み・書き出し＞
・ContactXML1.1a
・テキストファイル
（CSV形式､TAB区切り､空白区切り）
・Jアドレス
（標準住所録データ形式）
・vCard形式
・Outlook97/98/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
※1 筆王2000の場合は、
お使いのシステムに筆王2000がインストールされている必要があります。
※2 筆王2005〜2007/ZERO/15〜20はContactXML形式で読み込みが可能です。
※3 筆ぐるめVer.13〜23はJアドレス形式で読み込みが可能です。
筆まめ住所録ファイル
＜読み込みのみ＞
・DOS版筆まめ(住所録ファイルのみ)、筆まめ for Windows、筆まめ for Macintosh、筆まめVer.6〜12、筆まめお
つきあい帳〜3
＜読み込み・書き出し＞
・筆まめVer.13〜27、筆まめBridal〜8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007〜2017、筆まめBB、筆
まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめPOP&DM
筆まめ文面ファイル
＜読み込みのみ＞
・筆まめ for Windows、筆まめ Ver.6〜12
＜読み込み・書き出し＞
・筆まめVer.13〜27、筆まめBridal〜8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007〜2017、筆まめBB、筆
まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめおつきあい帳〜3、筆まめPOP&DM、Web筆まめ
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画像ファイル
＜読み込みのみ＞
EMF
＜読み込み・書き出し＞
BMP/WMF/PNG/JPEG※
※Exif2.2のJPEG形式は読み込みのみに対応しています。
付属ツール
単独起動可能
フォトコラージュ、
イメージファイルブラウザ､デスクトップ住所録､他社ソフト住所録取込ツール、筆まめテレガイド、筆
まめペイント､筆まめ3Dエフェクタ､筆まめマップメーカー､はんこメーカ−、
ファイル・設定バックアップツール
他社ツール
製品・サービスニュース, JWORD
宅急便送り状印刷機能
入力項目
＜届け先の情報＞ ※1
氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、
部署名
＜依頼主の情報＞ ※1
氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、
部署名
＜その他＞
サービスの種類、発払/着払、
品名、荷扱い
※1 筆まめの住所録や差出人情報から取得することができます。
注意事項
・サービス利用の際にはクロネコメンバーズへの登録(無料)が必要です。
クロネコメンバーズへの登録ページは、筆まめ
の画面上から呼び出せます。
辞書・コンテンツ
搭載辞書
郵便番号辞書（約14万件）
※1
※1サポート期間中はアップデータにより更新できます。
姓名辞書（約44万件）
地名辞書（約13万件）
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搭載フォント
（147書体）
＜和文14書体＞
CRC&G流麗行書体04、CRC&G行刻04、CRC&Gれいしっく04、AR行楷書体H04、AR楷書体M04、AR隷書体M04、
AR勘亭流H04、AR丸ゴシック体M04、AR悠々ゴシック体E04、DF華康ゴシック体NW5、DF太丸ゴシック体N、
HG岸本楷書体、HG白洲行草書体、HG平成明朝体W9
＜連綿体3書体＞
CRC&G流麗連綿体、
AR行楷連綿体H、AR行楷連綿体L
＜欧文89書体＞
ADELA REGULAR、ALFONSO REGULAR、AR SCRIPT3 EXTRA、BIGFICTION REGULAR、BLAINE REGULAR、
BLAIR REGULAR、BLYTHE REGULAR、CAROLANN REGULAR、CHEERSTYPE REGULAR、CHRISTY REGULAR、
CORNELL REGULAR、DAKOTA REGULAR、DESIREE REGULAR、HALIE REGULAR、HARDEHEADED REGULAR、
HITORMISS REGULAR、KENDRIC REGULAR、LIVINGWELL REGULAR、MANUEL REGULAR、RAPTURE REGULAR、
ROMP REGULAR、ROYALLUSTER REGULAR、RUSH REGULAR、SHARP REGULAR、SHOT REGULAR、
SOUNDSTUDIO REGULAR、STEAK REGULAR、WILDWORLD REGULAR、WRITTENWORDS REGULAR
HGep001〜HGep060
＜数字41書体＞
HG数字001〜HG数字040、OCR-B

※和文書体｢CRC&G〜」
「AR〜」
「DF〜」は、JIS2004字形対応フォントです。

コンテンツ数
ディスク収録コンテンツ数
DVD版 2,658 点（デザイン：352点 、
イラスト：2,271点、写真:35点）
オンラインコンテンツ総数
約45万点
（デザイン：3,905点、
イラスト：通常450,000点）
定型文章
2,724文例
対応サービス
フジフィルムデジタルイメージングＦＤｉサービス
ダウンロード時のファイルサイズ
DL版
810ＭＢ
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連携ソフト
＜経路検索ソフト＞
駅すぱあと
（2009年10月版以降）、乗換案内
（2006年7月版以降）
＜電話帳ソフト＞
写録宝夢巣 Ver.17以降、
ら〜くらく電話帳 Ver.24以降
＜地図ソフト＞
MapFan/MapFan.net Ver.10以降、
ゼンリン電子地図帳Zi Ver.16以降、
いつもNAVI PC Ver.6.1.2以降
＜アドオン＞
ピクチャミクス4、筆まめ名刺読取ツールVer.2
＜その他＞
Excelで宛名印刷3、筆まめ人名外字4
連携サービス
【住所録】
Gmail連絡先(アップロードのみ)、筆まめクラウド住所録

動作環境
対応OS(日本語版)
Microsoft Windows 10(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 8.1(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 8(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows 7 SP1以上(64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows Vista SP2以上(64bit版/32bit版)※
※ 64bitOSではWOW64モードで動作します。
コンピュータ本体
Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ
必要メモリ
Windows 10：1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows 8.1：1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows 8：1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows 7：1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows Vista：1GB以上必要(Home Basicの場合は512MB以上必要)
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。
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必要ディスク容量
CD版
1.4GB
※Windowsがインストールされているドライブに、820MB以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。
DL版
1.4GB
※Windowsがインストールされているドライブに、690MB以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。
ディスクドライブ
CD版
CD-ROMドライブ
ディスプレイ

※ディスプレイの設定で96DPI、120DPI、144DPI、192DPI、240DPI以外は、動作保証外です。
※画面の解像度によって設定できるDPI値は異なります。
周辺機器
対応用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。
スキャナから画像を読み込む場合は、
ご使用のパソコンに対応したスキャナ及びTWAIN/WIAドライバが必要です。
ドライバ類はご使用になるOSに対応した最新の物をご使用ください。
注意事項
（CD 版ダウンロード版共通）
※本製品のご利用には、
システムにMicrosoft Internet Explorer7以上がインストールされている必要があります。
ま
た、
一部の機能でJavaScriptを利用しているため、JavaScriptの設定が有効になっている必要があります。
※インストールには、管理者権限/昇格が必要です。
※オンライン素材は2018年1月31日までご利用いただけます。
※オンラインアップグレードを行うには別途アクティベーションキーの購入が必要になります。
※一部のコンテンツのご利用には、
ユーザ登録が必要になります。
※ハイコントラストは非対応です。
※PDFファイルをご覧になるには、PDF閲覧ソフトが必要です。
※宅急便送り状の印刷には、
カラー印刷ができるプリンタ
（A4対応）
が必要です。
※筆まめVer.27搭載の人名外字フォントは流麗行書体と堀内正楷書に対応しています。
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（CD版）
※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。
（ダウンロード版）
※本製品のご利用には、インターネットによるライセンス認証が必要です。
Copyright・商標
Copyright 1994-2016 MORRIN CORP. Copyright 2017 FUDEMAME CO., LTD.
・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。
・CRＣ＆Ｇ流麗行書体、CRＣ＆Ｇ流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。
・TrueTypeフォント
「CRＣ＆Ｇ 〜 」
は、株式会社シーアンドジイ社製です。
・TrueTypeフォント
「AR 〜 」
は、ARPHIC TECHNOLOGY社製です。
・TrueTypeフォント
「HG 〜 」
は、
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社製です。
・TrueTypeフォント
「DynaFont(DFP〜）」
は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・M ic r o s o f（
t R ）W ind o ws（R ）
の正式名称は、M ic r o s o f（
t R ）W ind o ws（R ）O p e r a t ing S y s t e mです。
・M ic r o s o f（
t R ）,W ind o ws（R ）,W ind o ws V is t a（R ）
は、米国M ic r o s o f（
t R ）C o r p o r a t io nの米国およびその他の
国における登録商標です。
・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
企画・開発・制作・販売元
企画・開発・販売：株式会社筆まめ
開発：株式会社モーリン
同梱物
・CD-RO M：1枚
・筆まめVer.27 オールシーズンパック

住所録活用ブック：1冊

・筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダードのご案内：1部
・筆まめVer.27 オールシーズンパック スタンダード

製品シリアルナンバーカード：1枚

重要
電子電話帳に収録されている個人情報の取り扱いについて
・本製品に搭載されている電子電話帳では、住所録を作成する際の入力補助を目的として個人情報を収録、提供して
います。当社は、本製品において当該個人情報を前記目的にのみ使用し、
また、事業協力会社を除く第三者に開示
いたしません。
・個人情報は、NTT「ハローページ」にて公開された「氏名」、
「住所」、
「電話番号」のみを使用しています。
・ご自身の個人情報の削除または訂正をご希望の方は、
ご本人自らがインフォメーションセンター宛にメールフォーム
よりご連絡ください。対応可能な次期対象製品から対応いたします。
・お客様が本製品を利用して個人情報を使用する場合は、お客様ご自身の責任においてご使用ください。
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対応機器
はがき自動両面印刷
キヤノン
PIXUS 860i以降に発売されたキヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で自動両面印刷時に用紙サイズにはがきが使
用できるプリンタ
エプソン
PM-A920/A940/T960
EP-901/801/774以降に発売されたカラリオかんたんプリント対応のEP-90/80/77シリーズのプリンタ
RICOH
IPSiO GX e5500/7000/5000/3000
IPSiO G7570/717/707(707-ME)/515/505
ブラザー
2009年以降に発売されたインクジェット複合機
メタリックカラー印刷
ALPS電気
MD-5000/5500シリーズ
フラッシュゴールド/シルバー、
メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー
上記以外のMDシリーズ
メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー
CD/DVDダイレクト印刷
キヤノン
キヤノンピクサスかんたん印刷対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ
エプソン
カラリオかんたんプリント対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ
その他注意事項
筆まめからのメール送信について
Windows8以降のOS標準搭載のメーラーでは筆まめからのメール送信機能は使用できません。
旧製品からの設定引継ぎについて
差出人や各種設定情報は、筆まめVer.12以前のバージョンからの引継ぎはできません。
人名外字フォントについて
人名外字フォントは、筆まめとは別にインストールする必要があります。
※1
※1「筆まめ人名外字」
の製品版をお持ちの場合は、人名外字フォントのインストールは不要です。
人名外字フォントをインストールすると、CRC&G流麗行書体とMS UI Gothicに関連付けされます。左記フォントに他
の外字を関連付けて使用している場合はご注意ください。
※2
※2「筆まめ人名外字」
の製品版がインストールされている環境では、CRC&G流麗行書体のみに関連付けされます。
筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルについて
筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルは筆まめでは使用できません。
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筆まめPOP&DMで作成した文面ファイルについて
筆まめPOP&DMでPOP文字を使用して作成した文面を本製品で読み込んだ時、POP文字オブジェクトは画像オブジ
ェクトとして認識されます。
画像オブジェクトとしての編集は出来ますが、POP文字としての編集はできません。
ふちなし印刷について
エプソン製、
キヤノン製、
ブラザー製のふちなし印刷対応のプリンタでは宛名、
および文面のふちなし印刷が行えます。
※ブラザー製は文面のみ
ふちなし印刷はプリンタドライバで印刷データを拡大(プリンタドライバの設定により異なる)して印刷しますので、
用紙
の端の方に配置したアイテムは印刷時に切れてしまう場合があります。必ず試し印刷を行ってから、印刷して下さい。
エコ印刷について
インク削減効果は、
プリンタの機種、
プリンタの設定、印刷する内容によって変化します。
インク削減効果を大きくした場
合、細い線や小さな文字が印刷されなかったり欠けたりしたり、
イラスト等の色調が多少変わることがありますのでご
注意ください。
うす墨印刷について
うす墨印刷は、宛名印刷ではがき又は封筒を選択した場合のみ設定可能です。
うす墨印刷されるのは文字だけで、郵便
番号、画像、
バーコードは対象外ですでのご注意ください。
封筒印刷について
キヤノン
長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、給紙方法を後ろトレイから給紙する場合は用紙の挿入方向が逆(フ
ラップが上)になるのでご注意下さい。
エプソン
長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、宛名印刷ダイアログで用紙・サイズが"長形3号封筒"、"長形4号封筒
"と表示されている機種の場合は用紙の挿入方向が逆(フラップが上)になるのでご注意下さい。
長形3号、4号で印刷する場合、機種によっては宛名印刷ダイアログの用紙・サイズがユーザ定義サイズになっている場
合があります。
この場合はそのまま印刷するようにして下さい。
ポストスクリプトプリンタについて
ポストスクリプトプリンタで印刷するとフォントが文字化けしたり、画像が正しく印刷されない場合があります。
その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"クリップ設定してあるデータが印刷出来ないプリンタを
使用する"のチェックボックスをONに設定して印刷して下さい。
DELL製プリンタについて
DELL製プリンタで印刷すると用紙の上半分や下半分だけしか印刷されない場合があります。
その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"印刷データ2分割データ送付に対応する"のチェックボ
ックスをONに設定して印刷して下さい。
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自動両面印刷について
・全ての宛名で文面は共通のデータで両面印刷をしたい場合
宛名印刷ダイアログ − 両面印刷 − 文面 で印刷したい文面ファイルを指定してください。
・宛名ごとに異なる文面のデータで両面印刷をしたい場合
予め
「はがきアルバム」
で印刷する文面データを設定する必要があります。
手順は以下の通りです。
1.はがきアルバムに印刷する文面データを設定する。
↓
宛名印刷ダイアログを閉じる。
↓
住所録ウィンドウをアクティブにして、
カード編集−はがきアルバム ではがきアルバムを起動する。
↓
はがきアルバムで任意の項目"年賀状、寒中見舞、暑中見舞、e-mail、履歴4、履歴5、履歴6"と年号を選択する。
↓
項目名の上に表示される氏名を確認して、"出"の欄にその氏名の宛名で印刷したい文面ファイルを選択する。
※1、
※2
※1両面印刷で使用できるのは"はがき"サイズの筆まめ文面ファイルのみです。
それ以外の画像ファイル、
サイズの違う用紙、
ラベル紙などでは両面印刷はできないので、
ご注意下さい。
※2両面印刷で有効な項目は"出"項目に設定されたデータのみです。
2.カード、宛名ウィンドウの印刷ボタンを押して、宛名印刷ダイアログを表示する。
↓
印刷設定項目で両面印刷の項目を選択し、両面印刷の設定を表示する。
↓
両面印刷の"自動"ないしは"手動"を選択する。
↓
はがきアルバムで設定した文面を使うのチェックボックスをONにする。
↓
はがきアルバムで文面を登録した項目、年号を選択する。
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3.宛先リストを確認し、印刷を実行する
2.までの作業が完了すると、宛名印刷ダイアログの左下の宛先リストにステータスが表示されます。
宛先リストを確認し、印刷を実行してください。
宛先リストの左端のアイコン意味、印刷仕様は以下の通りです。
◇はがきアルバム
はがきアルバムで有効な文面が指定されている場合
はがきアルバムで指定した文面で両面印刷が行われます。
◇指定文面
はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されている場合
宛名印刷ダイアログで指定した文面で両面印刷が行われます。
◇空白(エラー)
空白になるのは以下の場合です。
はがきアルバムで筆まめ文面ファイル以外の画像ファイルが指定されている場合
はがきアルバムではがきサイズ以外の筆まめ文面ファイルが指定されている場合
はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されていない場合
はがきアルバムで指定したデータが、
はがきアルバムで指定した時の場所に存在しない場合
上記に当てはまる場合は宛名のみが印刷されて、文面は空白で排出されます。
メタリックカラー印刷について
使用方法
カラーパレットの下部に４つのメタリックカラー(左からゴールド、
シルバー、
レッド、
ブルー)が表示されますので、使用し
たい色を各データに指定してください。
カラーを設定したら、印刷時にプリンタのプロパティ−印刷設定で"特色印刷"にチェックをつけ、特色設定ボタンを押し
て、特色カラー、特色フラッシュカラーと印刷方法を設定して印刷してください。
四面連刷葉書について
1.四面連刷葉書は、必ず四つに切り分けてから投函してください。
2.差込機能使用時のご注意
四面連刷ハガキは、
その特性上、
宛名面と文面で印刷位置が異なります。文面での差込データは右上から1件目を印
刷し、宛名と文面のデータを合わせております。
四面連刷葉書ご利用の際はご確認の上ご使用下さい。
カスタマバーコードについて
カスタマバーコードは、郵便事業株式会社の定めた所定の範囲内に配置してください。
ALPS電気製プリンタについて
MDシリーズ
この場合、Ver.2.0以降のプリンタドライバを使用してください。
縦書きの文字がカラーで印刷されない場合があります。
日本HP製プリンタについて
DeskJet 5650/5850、
PSC 1350/2310/2450/2550
ふちなし全面印刷を行うときは、
プリンタのプロパティの"用紙の種類"項目の下の"フチ無し自動調整"のチェックをつけ
ると、拡大されて印刷されるので、
このチェックはつけないようにしてください。
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