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ソネットエンタテインメント株式会社（サービス名称「So-net」、以下 So-net）は、インターネット
上からはがきが簡単に送れるサービス「So-net ハガキ作成」において、2012 年賀状版の受付を
本日 11 月 1 日（火）より開始いたします。併せて、今年度の年賀状版では、東日本大震災の復興
支援として、義援金付き年賀状を販売します。
今回の取り組みは、義援金付き年賀状の寄付金（1 枚あたり 10 円）を、So-net が同額のマッチ
ング（計 20 円）を行い、ソニーグループのチャリティ・プログラム「第 44 回愛の泉」（*1）を通じて、
「RESTART JAPAN ファンド」（*2）に寄付し、東日本大震災の復興及び、被災した子供たちへの支
援に役立てられます。
「So-net ハガキ作成」（2012 年賀状版）は、ホームページから好きな年賀状デザインを選び、メ
ッセージと宛先を入力するだけで、簡単に、インターネット上から年賀状（日本郵便発行のお年玉
付き年賀はがき）を送ることができます。またアドレス帳機能から、一度宛先を入力すると、次回か
らは宛先をチェックするだけで送付が可能です。
年賀状デザインは、2012 年の干支となる辰のデザイン、ポストペットなど So-net のオリジナル
デザインなど、約 400 種類から選べるほか、お気に入りのデジカメ写真を入れた自分だけのオリジ
ナル年賀状の作成も可能です。年賀状の注文は、基本料金 0 円で、1 枚から注文可能なため、送
る相手に合わせて、気軽に 1 枚ずつ違ったデザインの年賀状を送ることもできます。
本サービスは開始より 5 年目を迎え、はがき作成機能の強化やスマートフォンサイトの開設な
ど、大幅なリニューアルを行いました。そのほか各種キャンペーンを実施します。
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サービス概要
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■ サービス名称:
サービス名称:

「So-net ハガキ作成」 2012 年賀状版

■ 年賀状版受付開始
年賀状版受付開始：
開始

2011 年 11 月 1 日（火） より

■ 料金（税込）
料金（税込）：
（税込）

1 枚 134 円より（印刷代：1 枚 84 円、ハガキ代：1 枚 50 円）
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■ デザインの種類
デザインの種類：
の種類

約 400 種類（順次、デザインを追加予定）

■ 主な特徴
主な特徴
1． 基本料金 0 円、1
円、1 枚から注文可能
基本料金がなく、年賀状が 1 枚単位から注文可能なため、必要な時に必要な枚数だけ注
文が可能です。
2． 投函と宅配が選択可能
注文された年賀状は「ポストへの投函」と「ご指定の場所への宅配」のどちらでも選択でき
ます。「ポストへの投函」を選択すると、年賀状の作成から投函まですべてインターネット上
でできます。また、年賀状に一言メッセージを添えたい時は「ご指定の場所への宅配」への
選択が可能です。
3． アドレス帳機能
アドレス帳機能
年賀状の宛先を一度入力すると、次回から入力する手間が省ける便利なアドレス帳を作
ることができます。また、作成したアドレス帳は、いつでも CSV（Comma Separated Value）形
式のファイルでダウンロードやアップロードが行えるので、自分のパソコンにバックアップを

保管したり、作成したアドレス帳を取り込んだりすることが可能です。
4． プレビュー機能
年賀状デザインの仕上りを大きな画面で確認できるため、自分のイメージ通りの年賀状が
作成可能です。表の宛名面と裏のデザイン面の両面を確認できます。
5． ボリュームディスカウント
年賀状を 50 枚、100 枚とまとめて注文すると、お得な割引価格（12％～38％割引）で購入
できます。また 11 月中は早期割引で、1 枚からディスカウントも可能です。さらに、ソネット
ポイント（※）をお持ちの方は、支払い時に 1 ポイント＝1 円で、1 円単位で利用可能です。
※「ソネットポイント」
So-net のサービスの利用額に応じて付与されるポイント。So-net のコンテンツの購入や、ソ
ニー製品の公式通販サイト「ソニーストア」で使えるクーポンなどに交換できる他、懸賞、募
金、au ポイント、マイレージ、などに交換が可能です。

■ スマートフォンサイト
2012 年より「So-net ハガキ作成」はスマートフォンからも年賀状が注文できます。スマートフォ
ンの小さな画面からでも操作しやすいように、選ぶだけで年賀状の文例が入力される「選ぶだ
け文例集」など便利な機能を搭載。帰省先からでも、場所を選ばず年賀状を送れます。
■ 利用条件
So-net 接続会員、または「こんてんつコース」（※登録無料）にて、So-netのユーザーIDをお
持ちであれば、どなたでも利用できます。
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■ 主なキャンペーン
主なキャンペーン 概要
（1）「義援金付き年賀状購入者限定」“ひのきぽん”プレゼント
期間

2011 年 11 月 1 日（火）～2012 年 1 月 16 日（月）

対象者

So-net 接続会員及び、「こんてんつ」会員
義援金付き年賀状を購入された方の中から抽選で 50 名様に、

内容

“ひのきぽん” （*3）プレゼント
（2）抽選で 10 名様に境港直送
名様に境港直送「紅ズワイガニ」プレゼント
境港直送「紅ズワイガニ」プレゼント

期間
対象者
内容

2011 年 11 月 1 日（火）～12 月中旬
So-net 接続会員及び、「こんてんつ」会員
年賀状を購入された方の中から抽選で 10 名様に、
鳥取県境港直送の「紅ズワイガニ」（5,000 円相当）をプレゼント

＜参考＞「
＜参考＞「PostPet」 SoSo-net オリジナル年賀状＜義援金つき年賀状＞
オリジナル年賀状＜義援金つき年賀状＞
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義援金付き年賀状 募金概要
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 期間：

2011年11月1日（火）～2012年1月16日（月）

■ 募金金額：

義援金付き年賀状、1枚につき20円（税込）
※募金金額と同額をSo-netからも募金する、マッチング募金となります。
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（例）
募金額（1枚あたり10円）＋So-netからのマッチング募金額（1枚あたり10円）
＝1枚あたり20円
■ 義援金対象： 「So-net ハガキ作成」で販売する義援金付き年賀状
■ 義援金名称： 第44回愛の泉 ソニーグループのチャリティ・プログラム
■ 募金寄付先： 東日本大震災復興支援プロジェクト RESTART JAPANファンド

*1 「第44回 愛の泉」 ソニーグループのチャリティ・プログラム
愛の泉は、「泉にコインを入れると幸せをつかむ」というローマ・トレビの泉をヒントに、
銀座 ソニービルにおいて、1968 年（昭和 43 年）より毎年続けているチャリティ募金です。
＜URL＞ http://www.sonybuilding.jp/csr/ainoizumi11/
*2 「RESTART JAPANファンド」
「For the Next Generation」をテーマに次世代を担う子どもたちの支援をしているソニー株式会社
と公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが設立した東日本大震災復興支援プロジェクト。
これまでの被災地での支援活動を基盤として、子どもの保護とケア、教育、創造的活動を
重点とした「RESTART JAPAN 支援プロジェクト」を展開しています。
＜URL＞ http://www.savechildren.or.jp/restartjapan/about/
*3 「ひのきぽん」
So-netが2010年4月より実施している、森林整備活動『So-netの森』の取り組みとして、森林整備
計画に基づき伐採したひのきの間伐材を使った癒しのアロマブロック (非売品)。
“ひのきぽん”は、ひのきの香りによるリラックス効果や木が本来持っている消臭効果といった実
用性に加えて、So-netのキャラクター「PostPet」をモチーフにした親しみやすいデザインに仕上げ
ました。
※ 「PostPet」は、ソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。
©2011 So-net Entertainment Corporation
※ 記載されている社名、製品名、ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の
商標または登録商標です。

以 上
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