第4回

今からでも間に合う？
インターネットでどこまで生活は便利になるか？

ネットで年賀状づくり
一年で一番忙しい師走。早く準備しなくちゃ…と
わかっていても、ついつい後回しにしてしまいが
ちなのが年賀状作り。
「もう元旦には間に合わなーい！」と毎年泣きなが
らせっせと宛名書きしていませんか？ そこで今

有料
サービス
＆サイト
徹底検証

回はオンラインでオーダーできる年賀状サイトを
チェックしました。簡単にオーダーできるのは？
text : いちばゆみ photo : Watari Tokuhiro

宛名書きや投函までお願いできるところもあるっ
て本当？ その使い勝手は？

豊富なデザイン、スピーディーなオーダー

オンライン年賀状サービスはこんなに便利！
わざわざお店に出向いて注文するのは

デジプリ年賀状

面倒…。かといって自分でパソコンでデザ

http://nenga.digipri.com/

インして印刷するのも結構大変だ。最近は

（1）不要 （2）3日
（3）12/27までの注文は年内発送。12/28〜31の注文は1/6
発送
（4）〜69枚・50円 70枚〜・40円 基本料金1,200円が別途必要
（5）500円 （6）宅配便
（7）
カード・銀行振込・コンビニ （8）1枚 （9）
なし/なし
（10）
テンプレートにデジカメ画像をはめ込むだけでできるさく
さく年賀状と、カスタマイズ可能なフリーレイアウトバージョン
がある。また自分でデザインしたものをJPEG方式で保存し、
プリントを依頼できるサービスもある。

便利な年賀状ソフトも多数登場しているけ
れど、暮れももう押し詰まったこの時期、デ
ザインに凝っている余裕なんてない！
それでも出さないとなんとなく後味が悪
いのが年賀状。やっぱり今年一年お世話
になった方やしばらく会っていない友人な

ポスコミ
http://www.postcom.co.jp/
（1）必要（無料）（2）4〜5日
（3）12/27/注文日より4〜5日
（4）80円（宛名書き料金込み）
（5）500円 （6）宅配便
（7）
カード・ウェブマネー・smash
（8）1枚 （9）
あり/あり
（10）登録したアドレス帳から宛名書きも依頼でき、そのまま
投函もしてもらえる。既製のテンプレートは少なめで、デザ
インもありきたりだが、作成ソフトなどで自作したデザインも
JPEG形式にすれば印刷を注文できる。

どに、新年くらいごあいさつしたいものだ。
オンラインで年賀状をオーダーできるサ
イトなら、納期も短めで、既製のテンプレ
ートも豊富。手持ちのデジカメ画像とチ
ャチャッと合成するだけで、見栄えのよい
年賀状が一丁あがり！らしいのだ。
そこで今回は、5つの年賀状作成サイト
をチェックした。
「発注してからの納期が早
いのは？」
「既製のデザインテンプレート

フジカラーポストカード
http://postcard.jp/
（1）必要（無料）（2）5日
（3）依頼状況によるので要確認
（4）10枚〜30枚・70円 〜69枚・60円 70〜999枚・55
円 基本料金1,200円が別途必要
（5）500円 （6）宅配便・店頭
（7）
カード・代引・店頭支払い （8）10枚 （9）
なし/なし
（10）
ミッキーマウス・キティ・ドラえもんなどの人気キャラデザ
インがそろっている既製テンプレートのほか、デザイナーにオ
リジナルデザインをオーダーすることも可能。ネットで注文し、
最寄りのフジカラーのお店で受け取ることも可能。

筆便
http://www.fudebin.com/
（1）必要（無料）
※宛名書きを利用しない場合は不要
（2）2日
（版下校了後即発送）
（3）12/18まで
（4）
カラー・70円、2色刷り40円 宛名書き印刷50円
（5）500円（関東地方の場合）
（6）宅配便 （7）
カード・代引
（8）30枚 （9）
あり・あり
（10）
サイト上に登録した住所録をもとに宛名書き・投函ま
で行ってくれる。デザインはどちらかというとビジネス寄り
のオーソドックスな和風のものが多い。

が充実しているか？」
「自分で手を加える
ことはできるか？」
「手持ちのデザインソフ
トなどで作ったものを印刷だけオーダーす
ることは可能か？」
「宛名書きまで依頼で
きるか」…などを比較してみた。
また、気になるのはお値段。DTPサー
ビスなどにオーダーするのに比べて、
「値
段はどうなのか？」
「配送料は？」なども調
べてみた。さて、一番素敵な年賀状が作
れて簡単なのはどこか？ 今から頼んでも

パワープリント
http://www.powerprint.com/
（1）必要 （2）5〜6日
（3）12/24午前中は年内納品。12/24以降は1/9以降の納品
（4）20枚/165円より 宛名書き100枚/7,200円より
（※電話確認したところ、100 枚以下でも受け付けるが、
7,200円かかるとのことだった）
（5）無料 （6）宅配便
（7）
カード・代引 （8）20枚 （9）
あり/なし
（10）若い年代・ファミリー向けのかわいいオリジナルデザイ
ンカードが多い。既製のテンプレートから細かく写真やコメ
ントの位置が編集できるモードもある。

項目：サイト名
URLアドレス
（1）会員登録
（2）発注からの納期
（3）年内納品可能期限／年明け納品可能日
（4）料金（ハガキ代別）
（5）送料
（6）受け取り方法
（7）支払い方法
（8）最少注文枚数
（9）宛名書きサービス/投函サービス
（10）特徴

三が日以内に届くのは？…
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とにかく手早く注文したい！

既製のテンプレートが豊富なのは？
最近は詳しいデザイン知識がなくても、
簡単にきれいな年賀状が作成できる専用
ソフトも多数出回っているが、年に1度の
年賀状のためにわざわざ買うのはもったい
なく感じたりもする。また自分のデザイン
センスにはイマイチ自信がないという人も
多いのでは？ あらかじめ用意されている
テンプレートが豊富なサイトなら、きっと気
◎デジプリ年賀状

に入ったデザインの年賀状が見つかるは

◎パワープリント

ずだ。手持ちのデジカメ写真と組み合わ

デ

ジプリ年賀状、フジカラーポストカード、パ
ワープリントはデザインテンプレートが豊富。
好きなテンプレートを選んでデジカメ画像と合成
すれば、簡単にオリジナルフォト年賀状のできあ
がり！ ポスコミのテンプレートは数も少なくデザ
インもイマイチ。筆便はイラストのみで、写真が利
用できるテンプレートは用意されていない。ビジネ
スユーザー向け・中高年層が好みそうな和風のデ
ザインが多い
（写真を利用する場合は、手持ちの
ソフトで作成してPDF化する必要がある）
。

せるだけで、専用ソフトと同じようなクォリ
ティーで簡単にフォト年賀状が作れるのは
とても便利だ。
デジプリ年賀状は300種類もの豊富な
デザインテンプレートが用意されている。
パワープリントもオリジナルイラストのか
◎フジカラーポストカード

わいいテンプレートが豊富だ。

手書きでやるのはめんどくさーい！

宛名書き・投函までおまかせできるのは？
もっともメンドくさい宛名書きまで注文
できれば便利だ。宛名書きまで依頼でき
るのは、筆便、ポスコミ、パワープリント。
ポスコミは印刷代込み、筆便とパワープリ
ントは別料金がかかる。パワープリントは
100枚/7,200円。一応100枚以下でも依
頼はできるが、7,200 円かかってしまうの

①ポスコミの名簿
住所録に入力し
た宛名を印刷で
きる。書体は6つ
から選べ、レイア
ウトも確認できる。

で割高だ。筆便、ポスコミは一度登録し
た宛先はアドレス帳に保存され、何度で
も使える。ポスコミでは、印刷するハガキ

②レイアウト確認

に官製のお年玉付き年賀ハガキを選んだ

③原寸大で確認できる！

場合は、横書きの宛名書きは選べない。

h CSVファイルも使える！

1筆便の名簿
宛名書きサービスを利用するには、加盟するショッピング
モール（エンジョイショップモール）
に登録する必要あり。
一度登録した住所は何度でも使える。

2サンプルから書体を選ぶ
利用する住所のチェックボックスをマークすると、宛名書
き印刷が行える。個別のコメントも入れられる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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画面上で送付先住所をいちいち入力するのは結
構めんどくさいが、筆便・ポスコミはCSV形式な
ので、いつも使っている年賀状ソフトの住所録デ
ータの活用もできる。一方パワープリントは、筆
まめや筆王などの年賀状作成ソフトで使われて
いるJ アドレス
（JAD 形式）
で作られた住所録が
利用できる。会員登録すると、サイト上に専用の
アドレス帳データが登録され、一度登録したデー
タは繰り返し利用できるので便利だ。宛名には
印刷されないが、相手の生年月日やメールアドレ
スなどの項目も登録できるので、パーソナルデー
タの保管にも使えそうだ。
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コメントを入れたい！ 文字のフォントや大きさは変えられる？

細かくデザイン修整が可能なのは？
既製のテンプレートを使えば確かにス
●フジカラーポストカードの場合

ピーディーでお手軽だが、コメントを添え

写真の回転や文字のフォント、色などが編集できる。ただし、住所
の文字位置などは大きく変更できないし、画像の大きさ変更もそん
なに自由度は高くない。

たり、文字や写真の大きさや位置を変更
したりと、手を加えたくなる部分も出てくる。
既製のテンプレートに編集できる機能

●ポスコミ
既製テンプレートの種類により、メッセージや住
所、氏名の入る位置が決まっており、変更でき
ない。表に住所を入れようと思ったら、メッセー
ジとかぶってしまった。

があれば、ある程度自分の思うように変更
がかけられるので、仕上がりによりこだわ
りたい人には重宝するだろう。
ポスコミの場合、はめこんだ画像の大き

●パワープリント

さを変更したり、文字のフォントや色を変

サーバーに使いたい写真をアップロードして
おき、既製テンプレートのサンプル写真と置
き換える。
「フル編集」モードを利用すれば、
大きさや位置などもミリ単位で決められる。
さらに、文字の大きさや色・フォントも選べる。
既製テンプレートで決まった文字枠のほか
に、メッセージを入れる枠を追加することもで
きる。操作は画面横の操作パネルで簡単に
行える。

えるのは比較的簡単にできるが、微妙な
位置調整までは難しい。
パワープリントには、細かな編集ができ
る「フル編集」モードがあり、コメント枠の
追加や文字の位置、フォントなども編集で
きる。

オンラインアルバムや住所録など

便利なプラスαがあるサービスは？
パワープリントは、会員登録すると自分
専用のサーバースペースが50MBもらえ、
画像や作ったカードデザインを保管してお
ける。作業中にいったん保管して続きを
作ったり、写真を入れ替えて作り直すの
も楽。
また、ポスコミの住所録には、メールアド
レスや誕生日など、年賀状印刷には関係な
い項目も登録でき、交遊録代わりにも使え

画像やデザインしたカードをユーザーエリアに保管してお
ける。いろいろな写真を取り替えてデザインしたいときや、
以前作ったカードを再編集したいときに便利だ。

る。フリーワードで書けるメモもある。

住所録に誕生日やメールアドレスなどを書けるので、登録
しておくとなにかと便利。ビジネスなら初対面の日付や紹
介などを書いておくのも手。

仕上がりイメージと配送時の梱包
宅配便の封筒に入って届く。ハガキが
折れないようにボール紙を入れたりエアパ
ッキンで包むなど配慮がなされていた。
ポスコミのカードはイマイチ表面にツヤ

◎フジカラーポストカード

◎デジプリ年賀状

◎筆便

がない印象。文字位置も画面上の確認で
は気にならなかったが、やはり写真にかぶ
っているし、中央から微妙にずれている。
デジプリ年賀状、フジカラーとも仕上がり
はとてもきれい。パワープリントは追加指
定した自由文のコメントも思ったとおりの

◎ポスコミ

位置に入り、満足のいく仕上がりだった。
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◎パワープリント

今からでも松の内に間に合うのは？

気になる納期と料金を見てみよう
■納期と料金の比較
サイト名
デジプリ年賀状

納期
3〜4日

ポスコミ

5日

（注文日
フジカラーポストカード 4〜5日
から5日後と表示）

実際に試した結果 年内納品可能期限
4日
12/25
（12/27発注は12/30発送だが年内到
着は保証しない）
2日
12/27までに申し込んだハガキは元旦に先方に
配達。印刷・配達の場合、年内納品は12/22
まで。12/28以降の注文は、宛名書き・投函
サービスを依頼した場合は翌日投函。印刷・
宅配の場合は、納品まで5日程度
5日
依頼状況によるので、注文時に確認

筆便

3〜4日

12日

パワープリント

5〜6日

7日

年明け発注可能日・納品日
12/28〜31の発注は1/6発送。
元旦より受付・1/7発送
元旦より受付・4日程度で配達
（郵便事情に依存）

料金
（はがき代別）
基本料金1,200円
1〜69枚・50円/枚、70枚〜・40円/枚
80円

依頼状況によるので、注文時に確認

基本料金1,200円
10枚〜30枚・70円/枚、〜69枚・60
円/枚、70〜999枚・55円/枚
カラー70円/枚、2色40円/枚
宛名印刷50円/枚

宛名印刷ありで、投函サービスを依頼する場合 1/5から受付
は12/18頃までに。年内受付は12/27だが
12/29には年内作業は終了
12/24の午前中
12/24以降の注文については、
すべて1/9以降納品

20枚・165円〜
宛名書き 100枚/7,200円〜

送料
500円
500円

500円

500円
（関東の場合）
込み

※筆便は、宛名書き依頼枚数が少なかったため、確認に時間がかかった。金曜日夕方に発注して、確認のメールが来たのが月曜日、版下確認が来たのは水曜日。パワープリントは、使用した画像の1枚の画質が粗かっ
たため差し替えてほしいと電話があり、画像を差し替えて再発注したため遅れている。
※※デジプリ年賀状は、基本料金が1,200円かかってしまうのはいただけないが、ハガキ編集の操作性もなかなか。自分でハガキ作成ソフトやワープロなどで作成したデザインも、JPEG形式にすれば印刷注文できる。

デジプリ年賀状の場合、一応12月27日

ってしまう。ポスコミは、12月27日までの

番外編 2

までの申し込みは年内に発送してくれる

申し込みは元旦までに先方に配達となっ

ので、本誌を発売日に買った人なら除夜

ている。12月28日以降に申し込んだもの

写メールからも年賀状が送れる！

の鐘を聞きながらせっせと宛名書きすれ

もは即印刷、翌日投函となるので、年が明

ボーダフォンは、簡単に年賀状やバ

ば、三が日には間に合うかも。12月28日

けてから利用しても正月気分が残る7日く

ースデーカードなどが送れる「写メール

以降の申し込みは発送が1月6日からにな

らいまでには届きそう。

カード」サービスを行っている。カード
にしたい画像を
「card@sha-mail.com」

番外編 1

宛に写メールすると、折り返しメールが

グリーティング年賀状なら、大晦日でも間に合う！

届くので記載されたURLにジャンプし、

暮れギリギリまで仕事で、とても年賀状

向けに送れるサービスも多い。

の準備なんてできないよ…という人は、メ

メールアドレスさえわかれば簡単に送れ

ールで送れるグリーティング年賀状を送る

るし、大晦日の夜に送信予約を行ってお

という手もある。

けば元旦にも充分に間に合う。ただし、

かわいいアニメーションカードも豊富に

凝ったアニメーションのものほどデータ量

そろっているし、メロディーが付けられるタ

は重たいので、受け取る相手がADSLな

イプや、抽選でプレゼントが当るくじ付き

どに加入していない場合は、受信に時間

のものなど、グリーティングカードサイトも

がかかってしまうこともある。相手の通信

いろいろ工夫を凝らしている。携帯電話

環境にも配慮してカードを選ぼう。

手順に従ってデザインなどを選ぶだけ。
音声メッセージも登録でき、カードに記
載された番号に電話をかけて再生でき
る。3日ほどで相手に届く。
金額は、ハガキタイプ190円/枚、封
筒入りカード250円/枚。

1メールを送る

2種類を選択

3デザイン確認

こんなの
できた！
●Ynotグリーティングカード（無料）
http://www.ynot.co.jp/
ユーモアたっぷりのアニメーションカードが送れる。メロデ
ィー付きやケータイ向けのカードも多数用意されている。

●Yahoo！Greeting（無料）
http://greetings.yahoo.co.jp/
干支や正月の風物詩などのカードが送れる。一度に100
人まで同じカードを同時に送れる。
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