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つたえる、つながる。

ＫＡＤＯＫＡＷＡの
2015年版年賀状素材集
発売のお知らせ
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー（本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：松原眞樹、ブランドカンパニー長：塚田正晃）は、2015年版の年賀状を作成するための
素材集を、10月1日より全国の書店にて順次発売を開始しております。本年は、アスキー・メディアワーク
ス ブランドカンパニーのほか、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡの角川学芸出版 ブランドカンパニー、中経出
版 ブランドカンパニーでも年賀状素材集を制作しており、KADOKAWAの2015年版年賀状素材集は、計
16タイトルとなります。
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーがプロデュースする年賀状素材集は、全12タイトル。３
年連続オリコン週間“本”ランキング BOOK（総合）部門で1位を獲得している『世界一かんたん定番年賀
状』をはじめ、低価格でもイラストなどが豊富なもの、和風テイストの凝った年賀状が作れるもの、女性向
けのおしゃれでかわいいデザインのものなど、お客様の目的や用途に合わせたバリエーション豊富なタ
イトルを取りそろえています。また、本年はパソコンでの年賀状作成は初めてという方に向けたタイトルも
発行いたします。
角川学芸出版 ブランドカンパニー制作の年賀状素材集は１タイトル。新年のご挨拶にふさわしい俳
句・短歌を添えた年賀状が作成できる一冊です。中経出版 ブランドカンパニーからは、東海・関西・九
州のご当地素材がそれぞれ収録された地域別年賀状素材集が３タイトル発行されます。
親戚や友人、職場や仕事のお得意様などへの新年のご挨拶は、ＫＡＤＯＫＡＷＡの年賀状素材集シ
リーズでご準備ください。

■ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 年版年賀状素材集ラインアップ
●アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー プロデュース（全 12 タイトル）

世界一かんたん定番年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体398円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866536-0 ／ 書店発売日：2014年10月1日(水)
3年連続 オリコン週間“本”ランキング BOOK（総合）部門 1位獲得
3年連続、販売実績NO.1！ インストール不要、本当にかんたん、安いの
に素材がいっぱいと、毎年大好評のタイトルです。今年は素材点数4,000点
以上。筆フォントやポチ袋、カレンダー、試し刷りはがき5枚付きなど使える
特典が盛りだくさんです。
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印刷するだけ びゅんびゅん年賀状 DVD 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体430円＋税 ／ 付属品：DVD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866537-7 ／ 書店発売日：2014年10月1日(水)
3年連続 オリコン週間“本”ランキング グッズマルチメディア部門 1位獲得
年賀状デザインや正月らしいイラストパーツなどの素材データを、約10,000
点収録。パソコン初心者にも安心の使いやすい年賀状作成ソフト「宛名職人
MOOK版13」付属です。家族全員分の年賀状がこの一冊で作れます。

筆王でつくるかんたん年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体880円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 2枚
ISBN：978-4-04-866541-4 ／ 書店発売日：2014年10月1日(水)

年賀状素材集リピート率NO.1！ 大人気年賀状ソフト「筆王」を独占収録。
厳選のデザインで手軽に本格的な年賀状ができあがります。干支や筆文字、
はんこ素材を使ってオリジナルのデザインを作れるなど機能性も十分。 結婚
や出産、クリスマスなどのデザインもあり、年間を通して楽しめます。

ＫＡＤＯＫＡＷＡ年賀状 DVD 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体925円＋税
付属品：DVD-ROM 1枚、綴じ込みカレンダー
ISBN：978-4-04-866538-4 ／ 書店発売日：2014年10月3日(金)
くまモンイラストの大判カレンダー付き、豪華年賀状素材集。ご当地キャラク
ターや全国の名所イラスト年賀状など、魅力あるデザインを多数掲載し、これ
一冊で家族全員の年賀状が作れます。年賀状ソフトも収録。

筆まめでつくる世界一かんたん年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体450円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866539-1 ／ 書店発売日：2014年10月3日(金)
はじめてでも安心の年賀状作成ソフト「筆まめ」付き。スタンダードからフォー
マルなものまで、公私共に使えるデザインと素材のほか、女子中高生向けの
ポップな素材も収録しているので、家族みんなで使えます。「筆まめ」の操作解
説ページも入っています。

筆ぐるめでつくる世界一かんたん年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体450円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866540-7 ／ 書店発売日：2014年10月3日(金)
年賀状作成ソフト「筆ぐるめ」付き。人気の筆文字やエコ印刷年賀状がてんこ
盛りの一冊。さらにフォーマルやカジュアル、おしゃれ、デジカメ写真用のデザ
インのほか、オリジナル年賀状用のイラストなど、あわせて4,000点以上の素材
を収録しています。楽しく年賀状を作成、印刷できます。

しあわせ運ぶはじめての年賀状2015 Wedding & Baby
判型：A4変 ／ 価格：本体600円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866546-9 ／ 書店発売日：2014年10月4日(土)
結婚や出産など年賀状を出し始めるタイミングにぴったりな、ご報告年賀状
に特化した素材を豊富に収録。マナー＆文例集、インストール不要のソフトも付
いています。
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世界一かんたん和の年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体462円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866545-2 ／ 書店発売日：2014年10月4日(土)
ワンコインの低価格ながら、和風年賀状を中心に、幅広い年賀状デザイン＋
イラスト素材を4,000点以上収録。インストール不要でかんたんなオリジナル年
賀状ソフト、試し刷りはがき5枚も付いてお得度ナンバーワンの一冊です。

初心者でも安心！ パソコン年賀状入門 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体1,000円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866457-6 ／ 書店発売日：2014年10月4日(土)

「つくってみたいけどパソコンが苦手…」「前にやったけどできなかった…」そ
んな人にオススメの入門本。年賀状のつくり方を大きな文字と見やすい誌面で
ていねいに解説。インストール不要のかんたんソフトが付属しているほか、ひつ
じのイラストや写真を使った厳選されたはがきデザインも収録しています。

もらってうれしいおしゃれな年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体590円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866544-5 ／ 書店発売日：2014年10月11日(土)
スイートからアンティーク、和テイスト、ゆるかわまで、幅広いジャンルのおし
ゃれ年賀状にご家族でも使える定番年賀状をプラスした年賀状素材集。世界
中で定評ある絵本『はらぺこあおむし』と、キュートな妖精キャラクターで人気の
チェコアニメ『アマールカ』の２大スペシャル年賀状も収録しています。

家族で使える！ らくらくキャラクター年賀状 DVD 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体740円＋税 ／ 付属品：DVD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866543-8 ／ 書店発売日：2014年10月11日(土)
インストール不要のオリジナル年賀状作成ソフトで、年賀状が手軽に作れま
す。 サンリオキャラクター、仮面ライダードライブ、ひつじのショーンなど、女の
子も男の子も喜ぶキャラクターを多数収録。 ビジネスや筆文字など落ち着いた
デザインも入り、家族全員で楽しく年賀状が選べる本です。

世界一かんたんデジカメ年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体550円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-866542-1 ／ 書店発売日：2014年10月11日(土)
デジカメ写真と組み合わせて使う、おしゃれでかわいいフレーム年賀状デザ
インがいっぱいの年賀状素材集。インストール不要のオリジナル年賀状作成ソ
フト付きで、はじめての人でもかんたんに作れます。かわいいパーツ素材もぎっ
しり。フレームカレンダーやポチ袋、家計簿ソフトなど特典データも豊富です。
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●角川学芸出版 ブランドカンパニー プロデュース （1 タイトル）

俳句・短歌で和の年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体1,300円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-653327-2 ／ 書店発売日：2014年10月11日(土)
創刊60周年の月刊誌「俳句」「短歌」がプロデュースする「名句・名歌」を添え
た、新感覚の和風年賀状素材集です。新年のご挨拶にふさわしい古今の名
句・名歌を厳選。美しいイラストや版画・墨絵作品と組み合わせ、個性あふれる
年賀状がかんたんに作れます。使いやすい宛名ソフト付き。

●中経出版 ブランドカンパニー プロデュース （3タイトル）

東海 ふるさと年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体680円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-600898-5 ／ 書店発売日：2014年10月2日(木)
東海地域のJクラブ、ご当地キャラ、名所・パワースポット、歴史ネタ、地元の
名物料理などなど、愛知・静岡・岐阜・三重の4県に関する素材が盛りだくさん
な一冊。贈って喜ばれる郷土をテーマにした年賀状素材集です。

関西 ふるさと年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体680円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-600909-8 ／ 書店発売日：2014年10月2日(木)
阪神タイガースをはじめ、関西各地の名所・パワースポット、ご当地キャラ、
歴史ネタ、地元の名物料理などなど、大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山に
関する素材が盛りだくさんな一冊です。

九州 ふるさと年賀状 2015
判型：A4変 ／ 価格：本体680円＋税 ／ 付属品：CD-ROM 1枚
ISBN：978-4-04-600430-7 ／ 書店発売日：2014年10月2日(木)
福岡ソフトバンクホークス、くまモンなどのご当地キャラ、九州各地の名所・パ
ワースポット、歴史ネタ、地元の名物料理などなど、福岡・佐賀・長崎・熊本・大
分・宮崎・鹿児島に関する素材が盛りだくさんな一冊です。

※発行はすべて、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡとなります。

■賀春ドットコム

http://www.gashun.com/

ＫＡＤＯＫＡＷＡ年賀状素材集についての総合案内サイト。ラインアップの紹介や、年賀状作成のよくあ
る質問なども掲載しています。
以上
【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー
事業推進局
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：amw-pr@ml.kadokawa.jp
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