基本仕様
住所録機能

登録件数
住所録項目

住所録：100,000件／1ファイル、差出人：30件
【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､最寄駅､緯度経度
【その他】
分類､登録・更新日､備考1〜5､マーク1〜5､ピクチャデータ､
年賀状/暑中見舞いなど6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

ファイル互換(1/2)

差出人項目

フリガナ(氏名のみ)､氏名、旧姓・年齢など、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）､e-mailアドレス､
URL、海外郵便用リターンアドレス､最寄駅

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 ※1 ※2
・筆ぐるめVer.5.0〜17 ※3
・楽々はがき/2000〜2010
・宛名職人2000〜2010
・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
・Access95/97/2000/2002/2003/2007
・Windowsアドレス帳（OutlookExpress）
・Lotus1-2-3
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ファイル互換(2/2)

他社ソフト住所録
ファイル

【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
※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はContactXML形式で読み込みが
可能です。
※3 筆ぐるめVer.13〜17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
【読み込み・書き出し】
筆まめVer.13〜21、筆まめBridal〜3/5/6、筆まめベーシック、
筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007〜2010、
筆まめBB、筆まめSELECTION

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.13〜21、筆まめBridal〜3/5/6、筆まめおつきあい帳
筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007〜2010、
筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION

画像ファイル

【読み込みのみ】
EMF
【書き出しのみ】
GIF※1
【読み込み・書き出し】
BMP/WMF/PNG/JPEG※2

付属ツール

辞書・
コンテンツ(1/2)

単独起動可能

搭載ツール
搭載辞書

※1携帯用年賀メール機能での出力のみに対応しています。
※2Exif2.2のJPEG形式は読み込みのみに対応しています。
フォトコラージュ、筆まめアトリエ、デスクトップ住所録2.1､
イメージファイルブラウザ14､他社ソフト住所録取込ツール6、
筆まめテレガイド12、筆まめペイント17､筆まめ3Dエフェクタ14､
筆まめマップメーカー12､はんこメーカ−6、
シリアル確認ツール、ファイル・設定バックアップツール6
JWord、製品サービスニュース、Yahoo!ツールバー
郵便番号辞書（約14万件）※1
姓名辞書（約44万件）
地名辞書（約14万件）
個人・法人電子電話帳（約2,800万件）※2
※1 サポート期間中はアップデータにより更新できます。
※2 平成22年3月時点で有効なハローページを掲載
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辞書・
コンテンツ(2/2)

搭載フォント
（139書体）

【和文35書体】
CRC&G流麗行書体、CRC&G流麗太行書体、
CRC&G由紀葉太楷書体、CRC&G行刻、CRC&Gブーケ、
CRC&Gれいしっく、CRバジョカ廉書体、CRバジョカ隅書体、
AR行楷書体H、AR行書体B、AR楷書体M、AR隷書体M、
AR宋朝体M、AR丸印篆B、AR勘亭流H、AR丸ゴシック体M、
AR悠々ゴシック体E、ARハイカラPOP体H、ARPOP4B、
DF行楷書W5、DF行書体W7、DFクラフト墨W9、DF京劇体W7、
DFロマン雪W9、DFPOPミックスW4、DF華康ゴシック体W5、
DF流隷体W5、DF金文体W5、HG岸本楷書体、
HG白洲太楷書体、HG白洲行草書体、HG白洲ペン楷書体、
HG平成角ゴシック体W9、HG平成明朝体W9、
HG創英丸ポップ体
【連綿体3書体】
CRC&G流麗連綿体､ AR行楷連綿体L､AR行楷連綿体H
【欧文60書体】

収録コンテンツ数

【数字41書体】
※和文書体｢CRC&G〜」「AR〜」は、JIS2004字形対応
フォントも搭載しています。
＜総数＞
DVD版：33,384、CD版：9,300
＜内訳＞
・通年イラスト
DVD版：28,932、CD版：7,400
・写真
DVD版：1,330、CD版：850
・そのままデザイン
DVD版： 2,890、 CD版：1,000
・ペーパークラフト
DVD版：232、CD版：50
・フォント
DVD版、CD版：139書体
・定型文章
DVD版、CD版：1,040文例

対応サービス(4種類)

筆まめPowerPrint、デジプリポストカードサービス、
フジフィルムデジタルイメージングＦＤｉサービス、
コダックデジタルサービス
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動作環境
対応OS(日本語版)

・Microsoft Windows 7(64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows Vista(64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows XP(32bit版)
※ 64bitOSではWOW64モードで動作します。

コンピュータ本体
必要メモリ

Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ
・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)
・Windows XP：256MB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。

必要ディスク容量

DVD版：870MB
（Windowsがインストールされているドライブに、
490MB以上の空き容量が必要です）
CD版：750MB
（Windowsがインストールされているドライブに、
380MB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
ディスプレイ

・CD版：CD-ROMドライブ
・DVD版：DVD-ROMドライブ
・画面の解像度
800×600以上(1024×768以上を推奨)
※ディスプレイの設定で96DPI(規定)、120DPI以外は、
動作保証外です。
・色数
16ビットカラー以上必要
※プリプリまろん for 筆まめのご使用には、
色数：24ビットカラー以上が必要です。

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。
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動作環境
注意事項

・筆まめのご使用にはシステムに
Microsoft Internet Explorer6 Service Pack1以上が
インストールされ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。
・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。
・ハイコントラストは非対応です。
・一部の機能はインターネットに接続するため、
インターネットへの接続環境が必要です。
・筆まめのインストールの際には、お使いのパソコンに
WindowsInstaller3.1以上がインストールされている
必要があります。
WindowsInstaller3.1は当製品に含まれているので
別途準備する必要はありません。
・プリプリまろん for 筆まめのご使用には
お使いのパソコンに.NET Framework 2.0以上が
インストールされている必要があります。
.NET Framework 2.0 ランタイムは当製品に
含まれているので別途準備する必要はありません。
Windows Vista/7には最初からOSにインストール
されています。

企画・開発・制作・販売元
企画・開発・販売：株式会社クレオ
開発：株式会社モーリン

同梱物
＜CD版＞
・CD-ROM：3枚 ・マニュアル：1冊 ・製品ユーザ登録カード：1枚 ・使用許諾契約書：1枚
＜DVD版＞
・DVD-ROM：1枚 ・マニュアル：1冊 ・製品ユーザ登録カード：1枚 ・使用許諾契約書：1枚

重要
製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。
■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、ご本人自らがクレオインフォメーションセンター
宛に電話又はFAXでご連絡ください。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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Copyright・商標
Copyright 1994-2010 MORRIN CORP. Copyright 2010 CREO CO., LTD.
・筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。
・CR C&G 流麗行書体、CR C&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、株式会社リコー社製です。
・TrueTypeフォント「DynaFont(DFP〜）は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・写真画像01219067〜78.JPGは、のごみ人形工房製造「のごみ人形」の本体のみを撮影したものです。
・カラーイラスト集に含まれる一部の写真・イラストの著作権は、
ピクスタ株式会社に登録するクリエイターに帰属します。
・カラーイラスト集に含まれる一部のイラストの著作権は、株式会社シーアンドジイに帰属します。
・カラーイラスト集に含まれる一部の作品の著作権は、高波壮太郎氏に帰属します。
・カラーイラスト集に含まれる一部のイラストで使用している文字は、
株式会社白舟書体のフォントを使用しています。
・［着ぐるみツール］は、株式会社データクラフト社「づら道楽２」から機能を抜粋したものです。
・Microsoft（R） Windows（R）の正式名称は、Microsoft（R） Windows（R） Operating Systemです。
・Microsoft（R）,Windows（R）,Windows Vista（R）は、米国Microsoft（R） Corporation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。

対応機器
はがき自動両面
印刷

メタリックカラー
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
RICOH
ALPS電気

・PM-A920/A940/T960/EP-901F/901A/801A/902A/802A
・IPSIO GX3000/5000/7000/G7570/717/707(707・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
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