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例文

操作ガイド
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冊子/PDFデータ

2,480円
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1台

ー
ー

151書体
1,970点

PDFデータ

Windows 10 / 8.1 / 7

プラス特典
ラベルシール56点
名刺52点

法人ライセンスのご案内筆ぐるめはビジネスシーンでも大活躍
●得意先へ暑中見舞いなどあいさつ状に
●ダイレクトメール用のラベル作成に
●顧客データ（住所録）管理に

企業・自治体および教育機関のお客様向けに、
各種ライセンスもご用意しております。

https: //www.junglejapan.com/biz /
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筆ぐるめ 25
宛名印刷･住所録 プラス

一年中使える
素材大盛版

住所録管理や
宛て名印刷に最適

https://www.junglejapan.com/

■宛て名管理　：　●宛て名データ件数/１ファイル最大20,000件　●項目数/１カード59項目（Unicode）・人名外字対応項目9
項目●ファイルの結合　●住所録の暗号化　●印刷選択機能　●検索・絞込み・置換機能　●宛て名データの一覧表示　●住所録の自
宅・会社別の管理　●ひとことコメント履歴　●宛て名文字サイズの選択（5段階）　●データのコピー、およびペースト　●全国郵便番号辞
書（大口事業所対応）　●姓名辞書搭載　●姓名外字（約4,000文字）　●電話番号辞書（オンラインダウンロード）※「筆ぐるめ 25 宛名
印刷・住所録プラス」は除く。●旧・新住所変換　●スキャンしたはがきの管理機能　●スキャンしたはがきをWebアルバムへアップロード
■レイアウト　：　●オートレイアウト機能　●通常はがき、往復はがき、封筒、A3からA6、B4からB6への印刷 

基本仕様

直接読み込める
ファイル形式

ContactXML/CSVで
読み込めるファイル形式
書き出し
読み込み
書き出し
読み込み

住所録ファイル

レイアウトファイル

画像ファイル

※1 筆ぐるめVer.5.0以前の住所録データの拡張子は［atd］Ver.6.0以降の住所録データの拡張子は［fga］
※2 楽々はがき/宛名職人は、バージョンによってcsvやJアドレスでの読み込みとなります。

筆ぐるめ 25 大盛：1ライセンス5台使用可能
筆ぐるめ 25 宛名印刷･住所録プラス：
　　　　　　　 1ライセンス1台使用可能
※ライセンスの適用条件は使用許諾契約書をご確認下さい。
Windows 10/Windows 8.1/Windows 7
※最新のOSアップデートの適用環境を推奨します。
※日本語OSのみサポート。
※インストール時に管理者権限
　（Administrators）が必要な場合があります。
※Internet Explorer 8.0以上が必要です。
※.NET Framework4.6が必要です。
※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。
上記のOSの動作を保証するx86系CPU
1GB（2GB以上推奨）
※64bit OSでは2GB以上必要
筆ぐるめ 25 大盛：最小1.0GB（システム750MB）、
　　　　　  　　 最大5.3GB（システム750MB）
　　　　　　　　 ※但し、電話番号辞書を除く。
　　　　　　　　 ※クラウド素材のダウンロードファイルを除く。
筆ぐるめ 25 宛名印刷･住所録プラス：
　　　　　　　　　　　　　1.0GB（システム750MB）
筆ぐるめ 25 大盛：DVDドライブ
筆ぐるめ 25 宛名印刷･住所録プラス：CDドライブ
1024×768以上の解像度　フルカラー
※タッチ機能を使用する場合は、Windowsタッチに対応した
マルチタッチディスプレイが必要です。

【ライセンス】

【動作保証OS】

【CPU】
【最小稼働メモリ】

【ハードディスク容量】

【ドライブ装置】

【ディスプレイ】

動作環境

ご注意ください

●「筆ぐるめ」「富士ソフト」は富士ソフト株式会社の登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows　10、Windows　8.1、Windows　7は、米国マイクロソフト社の米国ならびにその他の国における登録商標です。●魚石行書は、川瀬魚石先生の特別揮毫です。●TrueTypeフォント
「有澤～、祥南～、正調祥南～」は、有澤逸男先生の特別揮毫です。●ふみゴシックは、中村文江先生の特別揮毫です。●麗流隷書、および恋文ペン字は、株式会社ブリッジ社製です。●江戸勘亭流、および富士ポップは、日本リテラル株式会社製です。TrueTypeフォント「AR～」は
ArphicTechnology社製です。TrueTypeフォント「CRC&G～」は株式会社シーアンドジー社製です。●本製品では、本プログラムの一部にLEADTOOLS　Pro　Ver.14.0J、VS-FlexGrid　Pro8.0J、ライズ社Tomviを使用しています。●その他、記載された会社名および製品名は各社の商
標または登録商標です。●本製品をライセンスされた内容以外の目的で使用することは、法律により固く禁止されています。●画面はすべて開発中の物です。●製品の仕様、パッケージ、価格などは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

筆ぐるめ25が動作する環境は上記の通りです。ただし、自作PC・仮想環境・シンクライアント環境･リモート環境･Macで動作しているWindowsにおいては、上記の条件を満たしている場合でも、
固有の問題が発生した際に完全なサポートを提供できない場合があります。予めご了承ください。一部の機能はインターネットに接続が必要です。最新の動作環境については、筆ぐるめ公式ページ
（https://fudegurume.jp/）をご参照ください。

●筆ぐるめ全バージョン※1　●筆まめ11、筆王2001～ 2004
●宛名職人2001～ 2005 ●はがきスタジオ2001～ 2005
●楽々はがき2001～ 2003 ●携帯マスターNX形式（NX3以上) 
●Excel95～2016 ●Outlook97/98/2000/2002/2003アドレス帳 
●Outlook97/98/2000/2002/2003個人用アドレス帳
●Outlook Express4/5/5.5/6アドレス帳　●CSV、Jアドレス、ContactXML1.1/1.1a
●筆まめVer.6 ～ 28　●筆王2000～ 2007/ZERO/15～22
●楽々はがき　※2　●宛名職人※2

●筆ぐるめ 25 ●CSV、Jアドレス ●ContactXML1.1a
筆ぐるめ Ver.6.0以降のレイアウト
筆ぐるめ 25/BMP/PNG/JPG
GIF/WMF/BMP/JPEG/FlashPix/TIFF/PNG/PCD/Exif（2.2まで）
ファイルの読み込み あれこれ作れる、素材が大盛！

※当社調べ（2018年1月）パソコンへの
プリインストールまたは同梱を含む導入実績

パソコン
導入実績

一年中いろんな場面で大活躍！一年中いろんな場面で大活躍！

暑中・残暑
見舞い 結婚報告 出産報告 引越案内

年賀状

往復はがき

カレンダー 名刺 賞状・のし

宛て名
ラベル 住所録管理Tシャツ

うちわ



コラージュ機能
いろいろな写真を合成して一枚の絵がつくれます。

直接描けるお絵かきデコ機能

左から右に進むだけで
デザイン面が完成！

写真をデコレーション
おしゃれに飾り付け！

写真はがきカン
 タン

右クリック作成・印刷

写真を自由自在に加工して
オリジナリティ豊かなはがき作成!

写真を右クリックで選ぶだけ。
お気に入りのデザインを決めたら写真付きはがきの完成です。

プレビュー画面に直接お絵かきができます。「ペン」でお絵か
きはもちろん、豊富な「スタンプ」や「テープ」でデコレーショ
ンをしてオリジナルはがきが手軽に作成できます。

スタンプ テープ

切り抜き合成

色調補正

スマートフォンや
Facebookにも送れる!

写真は
　　の
一枚を!
自慢

印鑑
機能

お絵かき
デコ機能

かんたん筆ぐるめモードかんたん筆ぐるめモード
シンプルな操作であっという間に年賀状が完成！

操作カン
 タン

初心者の方
でも安心

レイアウト選択 印刷文章入力・写真選択

毎日暑いですが
いかがお過ごし
ですか

1 2 3 4 5

❶レイアウト ❷背景 ❸写真 ❹イラスト ❺文字 の
順で作成すれば完成！

1 2 3 4 5

挨拶例文
点1,970

通常のカード編集と一覧編集をタブで切り替え可能。表計算ソ
フトのように編集ができるので、とってもカンタンです。

表計算ソフト感覚で
編集もラクラク！
表計算ソフト感覚で
編集もラクラク！

郵便番号または電話番号で
住所を自動入力
郵便番号または電話番号で
住所を自動入力
●郵便番号か電話番号から住所の自動入力

〒 231-0062 045-222-XXXX☎

神奈川県横浜市中区桜木町

1枚だけ宛て名の追加印刷をしたい時に便利です。

すぐ印刷機能すぐ印刷機能印刷カン
 タン

あ住所・人名予測変換住所・人名予測変換
文字入力すると地名、姓名辞書が
自動的に候補を表示します。

はがきの送受信記録はがきの送受信記録
はがきの送受信履歴を宛て先ごとに残すことができます。

はがきのデジタル管理はがきのデジタル管理
年賀状や暑中見舞いなど、いただいたはがきをスキャンし、
デジタル画像としてパソコン内で管理できます。

一覧表の表示・印刷一覧表の表示・印刷

豊富な人名外字豊富な人名外字

一覧表は、「氏名」「自宅住所」「会社住所」など、項目を絞り込ん
で表示・印刷することもできます。

左から右に進むだけで
宛て名面が完成！

1 2 3 4 5

❶住所録 ❷宛て名 ❸用紙 ❹差出人 ❺フォント の
順で作成すれば完成！

1 2 3 4 5

POST



はがき
レイアウト

5,250 点

一年中使える素材を大盛収録

●名前シール

●カレンダー

●往復はがき

●封筒 ●時間割

●結婚報告

●暑中・残暑見舞い

●年賀状 ●クリスマスカード

●出産報告 ●引越案内

●表彰状

●のし

●名刺

CDやDVDのラベル、名前や写真の入ったシール、
他にもさまざまなアイテムにプリントできます。

●ミニ
　写真シール●CD/DVDラベル

「筆ぐるめ 25 大盛」は、1つでパソコン5台ま
でインストールが可能。家族で分け合ったり、
サブのパソコンに入れて出先で使ったり、さま
ざまなシーンでご利用いただけます。
※ラインナップによってご利用台数が異なりますのでご注意ください。

「筆ぐるめ 25 大盛」では、お客さまのご要望にお応えして、「かんたん引っ越し・バックアップツール」を搭載！
USBメモリを使って、今まで手間だったパソコン間の住所録データなどの引っ越しが簡単になります。

古いPCに住所録データが入っているけれど、新しいPCの「筆ぐるめ 25 大盛」で作りたい、といった場合もわかりやすく
なりました！筆ぐるめメニューの「かんたん引っ越し・バックアップ」ボタンを押し、表示通りに進めると、住所録データ・
作成したレイアウト・差出人情報の引っ越しが完了です。

作成した住所録データをクラウド上に保存がで
きます。ID/パスワードで別のパソコンとデータ
の共有が可能。PCの故障や買い替え時のバック
アップ、実家の両親の住所録データを代理で作成
など非常に便利！クラウド利用は18ヶ月間無料。
翌年の「筆ぐるめ」をご購入いただくと無料で期間
延長いただけます。

〒

例えば

イラスト

20,750点

フォント

151書体収録

年賀／暑中見舞い／季節の挨拶／冠婚葬祭／入学・卒業／就職／お祝い事／時候の挨拶／お知らせ
行事／引越・移転／クリスマス／開店・閉店／集い／ビジネスレター／お詫び／その他1,970点例文
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