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1 宛名面

1-1. 住所録の追加

1-2. 住所録を開く

「住所録新規作成」をクリックします。1

住所録名にお好きな名称を入力し、
「決定」をクリックします。

2

利用したい住所録を選び「決定」をクリックします。

住所録名の変更を行います。

住所録の削除を行います。

2

1

「保存済みの住所録を開く」をクリックします。1

1

2

作成した住所録の作成画面が表示されます。3

画面左上に現在利用中の住所録が表示されます。4 4

2

「住所録新規作成」をクリックします。1

住所録名にお好きな名称を入力し、
「決定」をクリックします。

2

作成した住所録の作成画面が表示されます。3

画面左上に現在利用中の住所録が表示されます。4

3
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差出人の追加を行います。右側に「差出人 1」が作成されます。
　 の欄の差出人情報を入力してください。

1-3. 差出人画面

2

2

3

4

3 差出人一覧

差出人の追加

保存した差出人の一覧が表示されます。
★マークが付いている差出人がメインの差出人になります。

保存する名前 差出人の名前を設定します。わかりやい名前で保存してください。
※初期設定では「差出人 1」で表示されます。

4

連名の追加 連名を 5 人まで追加できます。
追加ボタンをクリックすると連名が入力欄が表示されます。

1

1
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郵便番号から、住所を検索して表示します。

保存

郵便番号から
住所を検索

入力した差出人情報を保存します。

この差出人を
メインにする

現在の差出人をメインにします。　メインにすると、新規で送り先を作成する
際に初期で選ばれる差出人になります。
※➂の差出人の一覧に★マークが表示されます。

消す 選択した差出人を消します。
以下の画面が表示され、「OK」ボタンで削除が完了します。
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1-4 . 住所録画面

3
4

1

1
10 11

12
13

送り先を追加 新規で「登録・修正」が表示されます。情報を入力して保存してください。
※「保存してさらに新規追加」ボタンで連続して新規の入力が可能です。
　

2

送付先の住所を自宅または会社に
設定できます。 

宛名毎に差出人の設定
が可能です。
初期値はメイン設定した
差出人になります。

宛先にカテゴリを設定
します。
カテゴリ毎の並び替えや
ソートが出来、管理が
容易になります。
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編集ボタンの行の送り先を編集します。

住所録カテゴリの追加・編集を行います。

※②の一覧の画面で、カテゴリでの
　検索や並び替えが可能です。
　送り先にカテゴリを設定することで
　住所録を管理しやすくなります。 

編集3

✓を付けた送り先を削除します。
　確認画面が表示されるので「OK」ボタンで
　削除できます。
　※削除した送り先は元に戻せないのでご注意ください。

消す4

カテゴリ設定

2 一覧表示 送り先が一覧で表示されます。
※メニューバーの項目をクリックすると昇順、降順で並び替えができます。

送受信ラベルを作成することで、
年度毎の送受記録を作成できます。

※年度を任意に追加出来るので、来年、再来年と
　送受記録を設定することもできます。
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送り先一覧の画面に表示する項目を設定します。一覧表示設定

表示項目の表示を選択して「保存」
をクリックしてください。

「リセット」をクリックすると初期設定
のすべて選択状態に戻ります。

送り先を検索して絞り込み表示します。絞り込み
例︓「三谷」で絞り込み

例︓「千葉県」で絞り込み

※絞り込みを解除する場合は、入力欄の
文字を消すと自動的に解除されます。

差出人を一括変更します。

送り先住所を会社 / 自宅に一括変更します。

カテゴリを一括変更します。

一覧印刷　　　 ✓を付けた宛先の一覧を印刷します。

印刷したい項目に✓を入れて
「次へ」をクリックします。

印刷項目と宛先が表示されるので
確認して「印刷」をクリックします。

送り先一覧で✓を付けた宛先の一括処理が行えます。一括処理
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他のソフトなどで出力した CSV、EXCEL 形式ファイルの住所録を読み込みます。住所録の読み込み

住所録の取り込み画面が表示されますので
取り込む「作成元ソフトウェア」を選択し
読み込みを行ってください。

詳細は以下の WEB マニュアルをご確認
ください。
https://atsumal.jp/soft/fudemusubipro/manual/address_im.html

詳細は以下の WEB マニュアルをご確認
ください。
https://atsumal.jp/soft/fudemusubipro/manual/address_ex.html

12

13 住所録を CSV 形式で出力します。住所録の保存

CSV ファイルの保存先を選択して、
「保存」で出力が完了します。

設定したカテゴリの送り先を選択して表示します。カテゴリ選択
例︓カテゴリ「親族」を選択

※解除する場合は空白を選択してください。

10

送り先を名前の「全て」「あ～わ行毎」「その他」で選択して表示します。読み行選択

例︓「た」を選択すると、名前が「た行」で始まる宛先のみ表示されます。

11
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送り先一覧が表示されます。
「文字検索」「カテゴリ」「名前のあ～わ行」での絞り込みが可能です。
項目名での並び替え、各送り先の「編集」も可能です。

1-5. 印刷画面

2

2

3

4

送り先一覧

設定 宛名面のフォント、サイズ、はがきの種類、文字方向等を設定します。

1

1

左側の設定が右側のレイ
アウトに反映されます。

印刷位置設定で印刷位置の調整ができますが
印刷を行った結果ずれた場合のみ設定をお試
しください。
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3 レイアウト はがきのレイアウトが表示されます。　
マウスでドラッグして各項目の位置、サイズが変更できます。

文字と差出人 現在の送り先に設定された文字（フォント）と差出人が表示されます。
変更する場合は　　ボタンで選択して、「保存」ボタンで保存してください。

4

宛名を印刷する

チェック欄に✓が入って
いる宛名のみ印刷します。

すべての宛名を印刷します。

メッセージを確認して OK を
クリックします。

ご利用のプリンタが選択されていること
を確認して印刷を実行してください。

POINT
印刷時に用紙サイズを「はがき」に設定してください。用紙サイズの設定は
ご利用のプリンタのプロパティから設定できます。
詳細はプリンタのマニュアルをご確認ください。
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2 デザイン面

2-1. デザインを新規に作成する

「デザイン新規作成」をクリックします。1

カテゴリを選択します。2

1

2デザインを選択します。3
3

レイアウトが表示されるので「作成」を
クリックします。

選択したテンプレートがデザイン面に表示
されます。

4
4

POINT
筆結び 2021 では、テンプレートを各パーツ毎に
編集削除が出来るようになりました。
オリジナルの年賀状が簡単に作成できます︕

賀詞だけを移動

文字を個別にサイズ変更

日付を個別に削除
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2-2. デザイン画面の使い方

テンプレートの一覧を表示し、テンプレートの変更を行えます。

3

レイアウト

テンプレート

デザインのレイアウトが表示されます。パーツ毎の編集が行えます。

4

1

イラストの一覧を表示し、レイアウトに追加できます。イラスト

パソコン内の写真を取り込み、レイアウトに追加できます。写真

文字の挿入やフォントの変更、差出人の追加を行えます。文字

自由に線を引いたり、色を塗ることができます。絵を描く

1

2

3

4

10 11

2

拡大縮小 レイアウトの表示を拡大縮小します。

保存 デザインを保存します。保存先を選択して「保存」をクリックしてください。

一つ戻る
やり直す

「一つ戻る」ボタンで、操作を一つ前の状態に戻します。
「やり直す」ボタンで、一つ前に戻した動作をやり直します。

※筆結び 2021 の拡張子は「.fde」になります。

保存したデザインデータはトップページの
「作成済みデータを開く」から呼び出せます。
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10

※テンプレートの縦横に併せて、ハガキの向きも
　自動的に変更されます。

デザインを印刷します。レイアウトが表示されるので、「印刷する」ボタンを
クリックし、ご利用のプリンタを確認して印刷を行ってください。

印刷

11 デザインデータを画像で保存します。
メールや LINE で送付したり、SNS にアップ
することができます。

「JPG で保存」または「PNG で保存」の
ボタンをクリックして、任意の場所に
保存してください。

画像出力

POINT
印刷時に用紙サイズを「はがき」
に設定してください。
用紙サイズの設定はご利用の
プリンタのプロパティから
設定できます。
詳細はプリンタのマニュアルを
ご確認ください。

2-3. テンプレートの変更

「テンプレート」をクリックします。1
1

テンプレートの一覧が表示されます。2

2テンプレートのカテゴリを選択します。3

3

利用したいテンプレートをダブルクリックでレイアウトのテンプレートが変更されます。4

4
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2-4. イラスト

「イラスト」をクリックします。1

1イラストの一覧が表示されます。2

2
イラストのカテゴリを選択します。3

3

利用したいイラストをダブルクリックで右側レイアウトに追加されます。4

4

イラストのサイズを調整します。
パーツの上下左右、角に表示される□をドラッグしてサイズを変更します。　　　

拡大

縮小

縮小

イラストの位置を調整します。
パーツのドラッグ＆ドロップで、好きな場所に移動します。
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「パーツの操作」「写真調整」機能の説明

パーツを選択すると画面左に「パーツの操作」
「写真調整」が表示されます。
この機能をつかって様々な操作を行うことが
できます。

パーツの透明度を変更します。

パーツの重なる順番を変更します。

透明度

重なり順番

パーツを削除します。

画像にフィルターを掛けます。

削除

フィルター

左にドラックすると透明度上がります。

キーボードの「Delete」キーでも削除可能です。 「Shift」キーを押しながらパーツをクリックする
と複数のパーツを選択できます。
複数選択された状態で一括削除も可能です。

※トリミングは「2-3. 写真」の操作手順で説明いたします。
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マウスで複数のファイルをドラッグ、
「Control」キーを押したままファイルをクリックで
複数のファイルを選択できます。

取り込んだ画像は「筆結び 2021」を終了しても、
写真画面に残っていますので、一度取り込んだ画像は
継続的に利用できます。

画像を削除する場合は「画像をすべて消す」ボタンで
削除してください。

2-5. 写真

「写真」をクリックします。1

写真の選択画面が表示されます。2

「ファイルの選択」をクリックします。3

ファイルの選択画面が表示されるので
取り込みたい写真のフォルダを選択
してください。

4 4

取り込みたい画像を選択して「開く」を
クリックします。

2

1

3

取り込んだ画像が表示されます。
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利用したい画像をダブルクリックすると
右側のレイアウトに表示されます。

サイズや一度移動してご利用ください。

画像は「パーツ操作」「写真調整」
で様々な設定や変更が可能です。

トリミング

※以下トリミングの操作を説明いたします。
　その他の操作は「2-2. イラスト」を
　ご確認ください。

画像を好きなサイズ、形にトリミングします。

（1）トリミングの形を選択します。

（3）トリミングの形を選択します。

（1）

（2）

（2）上下左右、四隅の□をドラッグしてトリミング位置を編集します。

「OK」をクリックしてください。
をクリックすると以下のメッセージが表示されるので、

（3）

情
に
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文字のサイズを変更します。

文字の向き（縦横）を変更します。

左 / 中央 / 右揃えを変更します。

文字の間隔を変更します。

行と行の間隔を変更します。

文字の色を選択します。

文字のフォントを変更します。

2-6. 文字

「文字」をクリックします。1

操作パネルが表示されます。2
2

1

文章の挿入

文字設定

入力した文章をハガキに挿入します。

文字の設定を変更します。
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文字を装飾します。

住所録で登録した差出人をデザインに挿入します。

装飾

差出人を入れる
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2-7. 絵を書く

「絵を描く」をクリックします。1

操作パネルが表示されます。2

「太さ」と「色」を設定します。

「絵を書く」をクリックします。

2

1

3

3

4

4

マウスポイントがペンマークに
かわるので、左クリックを押した
ままで絵が描けます。

「終了する」をクリックして
終了します。

塗りつぶしをする場合は
「色をぬる」をクリックします。

色選択ボタンをクリックします。

色を選択します。
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10

10
11

11

12
12

アイコンが　　マークに替わるの
で塗りつぶしたい場所でクリック
します。

線で囲まれた部分が塗りつぶし
されます。

「塗りつぶしを終了する」ボタンで
塗りつぶしを完了します。

2-8. 印刷方法 

「印刷」をクリックします。1

「印刷する」をクリックします。

※印刷時は用紙サイズを「はがき」
　に設定してください。

2

ご利用のプリンタが選択されている
ことを確認して「印刷」で印刷を実
行してください。

2

1 2

POINT
印刷時に用紙サイズを「はがき」に設定してください。用紙サイズの設定は
ご利用のプリンタのプロパティから設定できます。
詳細はプリンタのマニュアルをご確認ください。
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2-9. 画像として出力

「画像出力」をクリックします。1

「jpg で保存」または「png で保存」を
クリックします。

2

画像を LINE やメールで送付したり SNS で利用できます。

保存先を選択して「保存」します。3

4

1

2

3

丑

丑

女子会 (4)
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3 ペーパーアイテムの作成

「ペーパーアイテム新規作成」をクリック
します。

1

カテゴリから「写真フレームカレンダー」
を選択します。

2

2ご利用になりたいデザインを選択します。

選択したデザインが表示されていることを
確認して、「作成」をクリックします。

3 3

4

選択したデザインが表示されていることを
確認して、「作成」をクリックします。

4

1

好きな画像を入れてオリジナルのカレンダー
も簡単に作成できます。

POINT
ペーパーアイテムの印刷時に用紙サイズを「A4」に
設定してください。用紙サイズの設定はご利用のプリ
ンタのプロパティから設定できます。
詳細はプリンタのマニュアルをご確認ください。
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