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愛されて 24 年！ シリーズ累計 2,200 万部発行の年賀状素材集が十二支二回りを達成 
2018 年版は 14 種類を発売

 

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表

取締役社長：小川 亨）が発行する年賀状素材集が発売から24年を迎え、十二支二回りを達成いたしました。 

シリーズ1冊目の年賀状素材集1995年版（左）と本年発売の2018年版（右） 

インプレスの年賀状素材集は、PC向けのデータ付き出版物の先駆けとして、1994年に発売されました。

以来数々のバリエーションを増やしながら累計2,200万部を発行するシリーズとなり、本年発売の2018年版

で十二支二回りを達成いたしました。 

■24年間発行される「元祖」など、様々なニーズやシーンに応えるバリエーション豊かな14種類を発売 

2018年版はこだわりの年賀状を作れるものから簡単、手軽に作成できるものまで、全14種類を発売いたし

ました。素材集はそれぞれ女性向け、ファミリー向け、シニア向けと幅広い世代をカバーしています。 

▼スタンダードな年賀状素材集 



年賀状素材集シリーズを発売して以来、24年続く定番の素材集『年賀状DVD-ROM 2018』は、Windows
用はがき作成ソフト「宛名職人」とMac用オリジナルソフト「年賀状DVD-ROM2018 for Mac」を収録した

超定番素材集で、ビジネス向けから子ども向けまであらゆる年賀状を作成することができます。『年賀状

DVD-ROMイラスト10500 2018年版』は既にはがき作成ソフトをお持ちの方向けの素材集です。どちらの

年賀状素材集にもカレンダーなど豊富な付録や、ドラえもん、テレビ番組「和風総本家」の豆助などスペシ

ャル年賀状がついています。 

＜『年賀状DVD-ROM 2018』収録のデザイン例＞ 

 

▼こだわりの年賀状素材集 

他の年賀状とは一味違う、こだわりの年賀状を作りたい方向けの年賀状素材集も多数ラインナップしてい

ます。『キラリと輝くおしゃれな年賀状 2018』は、見て楽しい、送って喜ばれるクリエイターデザインを

多く収録した年賀状素材集です。おしゃれさとバリエーションの豊富さに加え、年賀状づくりが終わった後

でも使えるペーパーアイテム・グリーティングカードなども収録しています。おしゃれも大事だけれどきち

んと感も大切にしたい大人の女性には『おしゃれな大人のなでしこ年賀状2018』が最適です。両誌ともに、

はがき作成ソフト「筆まめ Ver.27 ベーシック」を収録しています。 

写真を使った年賀状素材集は、シンプルで使いやすいデザインを多く収録した『デジカメ写真でつくる年

賀状 ふぉとねんが 2018』と、おしゃれに敏感な女性向けの『大人かわいいデジカメ年賀状 2018』をライ

ンナップ。いずれの年賀状素材集もはがき作成ソフト「筆まめVer.27 ベーシック」を収録しているので、

一冊で手持ちの写真を加工して年賀状にすることができます。 

『心に残る和の年賀状 戌年版』は、高級感あふれる年賀状が簡単に作れる素材集です。浮世絵や日本画、

筆文字の年賀状など、実力派作家描き下ろしの「和」の年賀状の他、筆文字、篆刻パーツ素材を多数収録。

落ち着きのある年賀状を送りたい方向けの内容になっています。 



▼お手軽年賀状素材集 

時間と手間を多くかけずにきちんと年賀状を送りたいという方に向けたお手軽な素材集も多数そろえて

います。いずれも500円以下（税別）ながら豊富な素材を収録しています。人気のはがき作成ソフトや簡単

なオリジナルソフトが利用できるほか、ぽち袋やカレンダーなどの紙小物データが収録されており、低価格

でありながら充実の内容となっています。 

▼セブン-イレブン限定版年賀状素材集 

全国セブン-イレブン（一部店舗を除く）と一部のショッピングセンター（イトーヨーカドー、ヨークベニ

マルなど）限定で、『はやわざ年賀状2018 Special』と『筆まめらくらく年賀状2018』の2冊を、戌年特別デ

ザインの専用什器で展開しています。どちらもはがき作成ソフト付きで手軽に年賀状が作れます。ポムポム

プリン、シナモロールのサンリオキャラクタースペシャル年賀状の他、カレンダーの付録つきと充実の内容

となっています。 

インプレスの年賀状のラインナップは、以下のサイトで確認できます。 
https://book.impress.co.jp/category/material/card/index.php 

 

  

https://book.impress.co.jp/category/material/card/index.php


■年賀状素材集の詳細 

商品名 価格 収録ソフト 主な特別コンテンツ 読者対象 

年賀状 DVD ｰ ROM 

2018 
1,380 円＋税 

宛名職人 MOOK 版 16 

Mac 用オリジナルソフ

ト 

I’m Doraemon 年賀状 

京友禅年賀状 

ふわふわこわんこカレン

ダー 

ファミリー 

年賀状DVD-ROMイ

ラスト 10500 2018

年版 

1,324 円＋税 収録なし 

歴代 豆助年賀状 

豆助すごろく 

特大カレンダー 

ファミリー 

こだわり派 

キラリと輝くおしゃ

れな年賀状 2018 
580 円＋税 

筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 

オリジナル日付シート 女性  30 ～

40 代中心 

おしゃれな大人なで

しこ年賀状 2018 
540 円＋税 

筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 
 女性  30 ～

40 代中心 

デジカメ写真でつく

る年賀状  ふぉとね

んが 2018 

530 円＋税 
筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 

まめちゃん年賀状 
ファミリー 
子育て世代 
女性中心 

大人かわいいデジカ

メ年賀状 2018 
920 円＋税 

筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 

TOKYOOTONAKITTY
年賀状 

TAM’S WORKS 年賀状＆

レタリング練習帳 

子育て世代 

結婚世代 

女性中心 

心に残る和の年賀状 

戌年版 
1,420 円＋税 収録なし 

葛飾北斎 浮世絵年賀状＆

カレンダー 

竹内栖鳳年賀状 

シニア世代 

はやわざ年賀状 2018 390 円＋税 オリジナルソフト「ハッピ

ー年賀 2018」 
 ファミリー 

かんたんさくさく年

賀状 2018 いぬ年ス

ペシャル 

407 円＋税 宛名職人 MOOK 版 16 
 

ファミリー  

はやわざ筆まめ年賀

状 2018 
430 円＋税 

筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 
 

ファミリー 

はやわざ筆ぐるめ年

賀状 2018 
430 円＋税 筆ぐるめ 24 特別版 

 
ファミリー 

はやわざ  みんなの

筆王年賀状 2018 
490 円＋税 みんなの筆王 

（Web アプリ） 
 

ファミリー 

はやわざ年賀状 2018 

Special 
450 円＋税 オリジナルソフト「ハッピ

ー年賀 2018」 

ポムポムプリン年賀状 

ふわふわこわんこカレン

ダー 

ファミリー 

筆まめ  らくらく年

賀状 2018 
498 円＋税 

筆まめ Ver.27 ベーシッ

ク 

シナモロール年賀状 

ふわふわこわんこカレン

ダー 

ファミリー 

 

 



以上 
 

【株式会社インプレス】 http://www.impress.co.jp/ 

シリーズ累計 7,000 万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期

雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress 

Watch」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」、「SmartGridニューズレター」、「Web 担当者 Forum」

等の企業向け IT関連メディアブランドを総合的に展開、運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、

及びデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。 

 

【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/ 

株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：唐島夏生、証券コード：東証 1 部

9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テー

マに専門性の高いコンテンツ＋サービスを提供するメディア事業を展開しています。2017 年 4 月 1 日に創設 25

周年を迎えました。 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社インプレス 広報担当：丸山 

TEL：03-6837-5034 E-mail: pr-info@impress.co.jp URL： http://www.impress.co.jp/ 
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