
 
 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 20 日 

 

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、高画質な銀写真プリント※1 の「フ

ジカラー仕上げ」や、写真店で即日受け取りが可能な「印刷仕上げ」の年賀状が簡単に作れる「富士フイルムの年賀状

2022」の受付を、全国のフジカラー商品取扱店およびインターネット（富士フイルムの年賀状印刷 2022 公式サイト：

http://www.postcard.jp/nenga/）を通じて、本日より開始いたします。 

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために旅行やイベントなどを控えたことで写真を撮る機会が少なかった

方にも、写真 1 枚で素敵な年賀状が作成いただけるデザインを拡充しました。また、自分らしいメッセージで想いを伝え

られる年賀状を簡単に作成したいというニーズにお応えし、全デザインの挨拶文を自由に編集できるようにしました※2。

さらに、年賀状と同時に宛名印刷を注文できる「宛名印刷サービス」も提供します。なお、店頭では宛名印刷付きの年賀

状が最短 1 時間で受け取れるサービス※3 を提供します。 

                        

 

今年は、毎年ご好評いただいているディズニーなどのキャラクターデザインに加え、2022 年の干支「とら」にちなんだ

「しまじろう」、「ケロッグ」、「阪神タイガース」とコラボしたデザインが新登場。また、昨年人気の高かった任天堂のゲーム

シリーズから「スーパーマリオ」、「どうぶつの森」に加え、アニメでも人気の「ポケットモンスター」のデザインテンプレート

が新登場します。写真が映えるシンプルなデザインが人気のおしゃれな年賀状「LETTERS（レターズ）」や、結婚・出産の

ご報告におすすめの写真年賀状、写真がなくても作れるイラスト年賀状のデザインを拡充し、合計 522 点の豊富な年賀

状デザインをご用意しました。 

お気に入りの写真をデザインテンプレートにはめこむだけで、銀写真プリントならではの高画質な年賀状に仕上がる

「フジカラー仕上げ」と、急ぎで年賀状を作成したい方向けの「印刷仕上げ」の 2 種類から選んでご注文いただけます。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、友人との交流や帰省を控えて過ごされた方にも、お正月には写真を使っ

た年賀状で元気な姿を大切な方へ届けていただきたいという想いから、“写真で元気を届けよう！”をキャッチコピーに、

店頭や web サイトなどで、幅広いプロモーションを展開していきます。 

 

高画質な写真年賀状が簡単に注文できる！ 

選べるデザインは全 522 点! 全てのデザインでオリジナルメッセージが入力できる! 

「富士フイルムの年賀状 2022」本日より受付開始 

印刷仕上げの年賀状なら宛名印刷付きでも店頭で最短 1 時間仕上げ！ 

「富士フイルムの年賀状 2022」 

干支コラボデザイン 作例イメージ 



富士フイルムは、今後も時代の変化とともに多様化するお客さまのニーズにお応えし、便利で付加価値の高い製品・

サービスをご提供するとともに、「撮る、残す、飾る、そして贈る」という写真本来の価値を伝え続けていきます。 

 

※1： 支持体上にハロゲン化銀と発色剤を含む写真感光材料に露光した後、現像処理して得られた写真のこと。 

※2： メッセージは最大 180 文字まで入力いただけます。 

※3： 宛名印刷付きの最短 1 時間でのご提供は「印刷仕上げ」のみです。 

 

記 

 

1．サービスの特長 

（1）「フジカラー仕上げ」と「印刷仕上げ」の 2 種類から選択可能 

銀写真プリントならではの上質な年賀状に仕上がる「フジカラー仕上げ」と、急ぎで年賀状を作成したい方向けの

「印刷仕上げ」の 2 種類から選ぶことができます※4。いずれも 10 枚以上（10 枚目以降は 1 枚単位）からご注文いた

だけます。 

 

※4: フジカラー仕上げはフチなし印刷のみ、印刷仕上げはフチありのご提供となります。 

  

（2） 全 522 点の豊富なデザインを用意 

①写真年賀状 キャラクターシリーズ 全 133 点 

キャラクターや人気イラスト作家によるオリジナルデザインを中心としたシリーズ。今年は、2022 年の干支「とら」をモチ

ーフにしたデザイン、お子様に人気の絵本作家のデザインなど多数をラインアップ。富士フイルムの年賀状で定番の「デ

ィズニーキャラクター」シリーズでは、大人気のミッキーマウス・ミニーマウスたちの「ミッキー&フレンズ」や「くまのプーさ

ん」、「トイ・ストーリー」、「美女と野獣」、「アラジン」などバリエーション豊かにご用意しました。さらに、人気ゲームソフトの

「スーパーマリオ」、「どうぶつの森」に加え、「ポケットモンスター」デザインも新登場いたします。 

＜写真年賀状 キャラクターシリーズ 作例イメージ＞ 

    



【キャラクターシリーズのラインアップ】 

｢ディズニーキャラクター｣、「スーパーマリオ」、「どうぶつの森」、「ポケットモンスター」、「サンリオキャラクタ

ー」、「サンエックスキャラクター」、「スヌーピー」、「エリック・カール（はらぺこあおむし）」、「たちもとみちこ」、

「さいとうきよみ」、「しまじろう」、「ケロッグ」、「阪神タイガース」 

②写真年賀状  「LETTERS（レターズ）」シリーズ 全 162 点 

写真が引き立つシンプルでおしゃれなデザインの LETTERS シリーズ。豊富なデザインラインアップをご用意。 

＜写真年賀状 おしゃれな年賀状「LETTERS」 作例イメージ＞ 

    

③写真年賀状 スタンダードシリーズ 全 72 点 

定番の写真年賀状。シンプルなレイアウトで、とっておきの写真 1 枚で新年の挨拶状を贈れます。 

＜写真年賀状 スタンダードシリーズ 作例イメージ＞ 

    

 

④ イラスト年賀状 全 155 点 

  干支「とら」や筆文字などのイラストデザイン、人気キャラクターのイラストデザインも取り揃え、デザインを拡充し 

ました。幅広い年齢層の方や、ビジネス向けの年賀状にもご利用いただけます。 



     

 

（3） 「宛名印刷サービス」と「住所録保管サービス」を提供 

「宛名印刷サービス」は、年賀状注文と同時に宛名面への印刷も注文できるサービスです。年賀状デザイン面と宛名

面の印刷を同時にお申込みいただけますので、ご自宅での印刷が不要となり、年賀状の準備を丸ごとおまかせできる便

利なサービスです。 

 

また、宛先の住所を一度登録すると翌年以降の年賀状作成の際に登録データをそのまま利用できる「住所録保管サ

ービス」もご提供します。 登録した住所録を会社、家族、友人などグループに分けて管理でき、さらに年賀状を出す相

手・年賀状を受けとった相手・喪中の相手の「出」・「受」・「喪中」を記録、表示する機能も搭載し、出し忘れなどを防ぎ効

率的に年賀状を作成できます。 

 

２. 断然キレイ！フジカラー仕上げの年賀状 「1 枚無料体験キャンペーン」※5 

（1） キャンペーン内容 

「フジカラー仕上げ」の高画質な仕上がりをより多くの方々に実感いただくため、無料で 1 枚お試し注文いただけるキャ

ンペーンを展開します。初めて写真入りの年賀状をつくられる方、高画質な仕上がりの年賀状を手にとって試したい方に

おすすめです。全 522 点の年賀状デザインラインアップの中からお選びいただくことができ、お客様ご自身の写真で「フ

ジカラー仕上げ」の高画質な仕上がりをご確認いただけます。また、本キャンペーンにて作成したデータをそのまま利用

して、年賀状をご注文いただくことも可能です。 

 

 



（2） 期間 

① インターネットでの注文：2021 年 10 月 20 日（水）～2021 年 12 月 17 日（金） 

② 写真店での注文 ：2021 年 10 月 20 日（水）～2021 年 12 月 12 日（日）  

（3） 注文方法 

① インターネットでの注文： 

富士フイルムの年賀状印刷 2022 公式サイトからご注文いただき、注文後、約 1 週間でご自宅にお届けします。ご注文

には「FUJIFILM プリント＆ギフト会員（FUJIFILM メンバーズ）」の登録が必要です。（会員登録無料） 

② 写真店での注文： 

店頭受付機 Wonder Print Station ポストカード・オーダーソフトウェア導入店でご注文いただけます。注文後、約 1 週

間でご自宅にお届けします。 

※5： 店舗により 1 枚無料体験キャンペーンの展開時期は異なります。また、店舗により 1 枚無料体験キャンペーンを実施しない場合もご

ざいます。 

 

３． 「富士フイルムの年賀状２０２２」のご注文方法 

（1） 全国のフジカラー商品取扱店 

全国のフジカラー商品取扱店にて富士フイルム年賀状カタログ（注文書）や店舗に設置されている店頭受付機でご注

文いただけます。店頭受付機でご注文の場合は、専用アプリ「わいぷり」を使うと、スマホに保存されている写真を簡単

に転送できます。宛名印刷もご注文可能※6 で、全国約 2,000 店舗の写真店に設置されている店頭受付機をご利用いた

だけます。 

※6： 店舗により宛名印刷サービスを実施していない場合もございます。 

          

（2） スマホアプリ（富士フイルム公式年賀状アプリ） 

年賀状に使う写真の自動補正機能や挨拶文の編集など豊富な機能を搭載。わずかなスキマ時間を有効利用して、ス

マホだけで年賀状デザインの作成とご注文ができます。 

                               
「富士フイルムの年賀状 2022」   「おしゃれ年賀状 LETTERS」    「ディズニーキャラクター年賀状」 

 

 

 

（3）インターネット 

スマホやパソコンからインターネットを通じてご利用いただけます。作成途中の注文データを保存することも可能です。

スマホやパソコンで年賀状のデザインテンプレートを選択して使用したい写真をはめ込み、挨拶文の編集や仕上がりイメ

ージの確認も可能。スマホやパソコンから決済を行えるなど、お客様の生活シーンに合わせてご利用いただけます。 

 

※スマホアプリ(富士フイルム公式年賀状アプリ)、インターネット(富士フイルムの年賀状印刷 2022 公式サイト)でご注文

の場合、当社工場で印刷完了後、直接郵便局へ投函を行う「投函代行サービス」を開始します。 

 

定番からディズニーキャラクター・

おしゃれなデザインまで、522 点

の全デザインに対応 

大人気のおしゃれ年賀状を作

れるデザインが合計 162 点 

ディズニーキャラクターデ

ザイン 74 点をご用意 
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 本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。 
報道関係 富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 

TEL 03-6271-2000 
お客さま 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社コンシューマー事業推進本部 

 フォトイメージング事業部 戦略企画グループ 
TEL 03-6417-3918 

「富士フイルムの年賀状 2022」専用ウェブサイト 
http://www.postcard.jp/nenga/  


