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 日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井 邦好）は、2021 年 12 月 16 日（木）～19
日（日）の 4 日間、東京流通センター（東京都大田区平和島）にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭
典「文具女子博 2021」を開催いたします。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「文具女子博」は、女性の文具熱が高まっていることを背景に、2017 年 12 月に初開催。これまで東京開催を中

心に、全国各地での開催を重ね、累計 20 万人ものお客様にご来場いただきました。そして東京では記念すべき 5 回
目の開催となる「文具女子博 2021」は、ご来場いただいたお客様にとって特別な 1 日となるようこのイベントでし
か体験できない企画ブースや限定商品などをご用意しております。なお、当イベントは新型コロナウイルス感染対策
としてお客様には事前に入場チケットをご購入いただく必要がございます。ご不便をおかけしますが何卒ご理解くだ
さい。また、お客様にご安心してご来場いただくべく、1 日あたり 3 ブロックの定員入れ替え制とし、入場できる人
数に制限を設けます。どうぞ記念すべき回となる「文具女子博 2021」へ是非お越しください。 

 
※ 「文具女子博 2021」は、株式会社エムディーエス（代表取締役社長：蔀 聡志）が共催として参画します。 

※ 今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期もしくは中止となる場合もございます。予めご了承ください。 

 

◆文具女子博 2021 開催のポイント 
①出品アイテム数は 50,000 点以上！ 
ここでしか買うことのできない限定商品や、誰よりも早くゲットできる先行販売商品など多数ご用意しております。 

②今年のテーマ‟Happy 文具パレード”に沿ったイベントをご用意！ 

今年のテーマにちなんで、テーマパークに遊びに来たようなワクワク感をご来場者の皆様にお届けします。文具女子博でしか体験

できない企画が盛りだくさん。是非、お買い物と合わせてお楽しみください。 

③5 回目の開催を記念して、今年はたくさんのコラボ企画が実現！会場の外でも文具女子博が味わえます。 

2017年に初めて東京で開催した文具女子博も今回で5回目！開催前からワクワク感が味わえる「文具女子博パーフェクトガイド」

の発売や、文具女子博会場周辺での限定フォトスポットや限定コラボメニューの販売など、今回限りのコラボレーションが楽しめ

ます。 

  
＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞ 

文具女子博実行委員会事務局 
〔会期前〕TEL：03-3518-4033（平日 10:00～12:00、14:00～17:00） 
〔会期中〕TEL：03-3767-2065 Email：bungujoshi@nippan.co.jp 

 
「文具女子博」公式サイト https://bungujoshi.com/ 

 

今年で 5回目、「Happy 文具パレード」をテーマに！ 

「文具女子博 2021」見どころ発表！ 
【開催期間】 2021年 12月 16日（木）～19日（日） 

【会   場】 東京流通センター 第二展示場 

 

mailto:bungujoshi@nippan.co.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年初めて販売し、大好評だった「アクリルキーホルダーコ

レクション」の第２弾。おなじみの文具がミニチュアのキー

ホルダーになりました！今年はシークレット柄も含め11種

類が新たに加わります。何が当たるかはお楽しみ♡ 

※なくなり次第終了。 

※価格は全て税込み 

1.アクリルキーホルダーコレクション vol.2 

価格：500 円/1 個 

3.マスキングテープくじ＆ビュッフェ 

価格：200 円/1 回 

4.輪ゴム de シューティング 

参加無料 

2.お菓子が文具に！？ 

越之雪本舗大和屋が 2 年ぶりに出店！ 

5.限定ポストカードをゲットしよう！ 

パレードタイム♪ 参加無料 

6.来場記念スタンプ＆パスポート風ノート 

    ノート価格：300 円/1 冊 ※スタンプは参加無料 

毎年恒例の「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」を今年も

実施。当たりが出た方は豪華テープビュッフェに参加ができ

ます！さらに今年は必ず貰えるオリジナルマスキングテー

プが全部で 4 柄に！是非コンプリートしてください♪ 

※なくなり次第終了。 

輪ゴムを使ったシューティングゲームにチャレンジしよ

う！見事に命中すればオリジナルステッカーをプレゼント。

1 度のチャレンジでチャンスは 3 回！文具女子博でしか体

験できない限定イベントをお見逃しなく♡ 

※ステッカーの配布はなくなり次第終了。 

文具女子博でも大人気！「あまいおはじき」や「おいしいお

えかき」など、文具をモチーフにした和菓子を取り扱う越之

雪本舗大和屋が 2 年ぶりに出店！「あまいおはじき 豆本バ

ージョン」など気になる限定商品、先行販売商品も販売予定

です！可愛くて美味しい和菓子を是非ご賞味下さい。 

※なくなり次第終了。 

今年のテーマ「Happy 文具パレード」にちなんで、会場内

では毎日特定の時間に BGMが流れて“パレードタイム”がス

タート♪BGM が流れている間に指定のコスチュームを着て

いるスタッフに話しかけて、「文具女子博 2021 限定ポス

トカード」をゲットしよう！ 

※なくなり次第終了。 

文具女子博来場の記念に全部で 6種類のスタンプをご用意。 

今年も出店者さんとのコラボデザインもあります！そして

「文具女子博オリジナルパスポート風ノート」を買った人限

定で捺すことのできるレアデザインも。お買い物を楽しみな

がら回ってみてください♡ 

※なくなり次第終了。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税込み 

7-1.”Happy 文具パレード”を 

模した文具女子博オリジナルグッズ 

7-2.paraglass×文具女子博 

オリジナルガラスペン「夢行進」 

価格：22,000 円 

今年のテーマ「Happy 文具パレード」に合わせたラインナ

ップでご用意しました！どれも文具女子博でしかゲットで

きないオリジナルグッズです。ご来場の記念にも、周りの文

具好きへのお土産にも！是非ブースにお越しください。 

※各ブロック在庫の数には限りがございます。 

 “文具女子”が選ぶ、文具女子のためのアワード「文具女子アワード 2021」の投票を今年も特設ブースで受け

付けます。投票にご参加いただいた方には各ブロック先着で文具女子アワードオリジナルステッカーをプレゼ

ント。また、会期最終日（19 日）には結果発表と表彰式も行います！ 

今年のエントリー商品は『文具女子博パーフェクトガイド』で詳しくご紹介しております。文具女子アワード

公式サイトも後日公開予定！今後の発信にもご注目ください。 

※文具女子アワードオリジナルステッカーの配布はなくなり次第終了。 

ガラス作家・paraglass さんとのコラボ商品！会場で味わえ

るワクワク感がぎゅっと詰まったような 1 本に仕上がりま

した。モチーフのユニコーンやクリアなペン軸等、細部にま

でこだわったオリジナルガラスペンをお見逃しなく♪ 

※文具女子博オリジナルグッズブースで販売します。 

※各ブロック在庫の数には限りがございます。 

10.2022 年注目文具が決定!!「文具女子アワード 2021」 

会場内全 6 箇所に貼りだされたキーワードを集めて、ある

文字を完成させて応募すると、参加者全員に限定デザインの

壁紙（スマホ対応）をプレゼント！さらに抽選で超レア品、

「文具女子博限定ピンズアソートセット」が当たるチャンス

も。 

※「文具女子博パーフェクトガイド」ご購入者が参加いただける企画です。

価格：1,650 円/1 冊 

15,000 円(税込)以上お買い上げで、文具女子博オリジナル

ミラーをプレゼント！さらに、25,000 円(税込)以上お買い

上げで、文具女子博オリジナルクリアファイル 2 柄セット

もプレゼント！なんと超レアデザインの非売品です。 

※複数のブロックをまたいでの合算は不可です。 

※一部ブースでのお買い物は対象外となります。 

8.「文具女子博パーフェクトガイド」 

購入者限定でレアアイテムゲット！ 

9. 文具女子博でしかゲットできない 

ノベルティグッズを手に入れよう！ 



 

 

 

①「オリジナルキャンパス 5 冊セット」 価格：1,375円 （コクヨ株式会社） 

 毎年大人気、文具女子博限定デザインの A6 サイズのキャ

ンパスノートです。 

今年の文具女子博限定のデザインは、マスキングテープシリ

ーズの「Bobbin(ボビン)」のテープとお揃いの絵柄でとっても

キュート！お気に入りの柄のボビンテープと一緒にお友達と

シェアしてみては？ 

②「グラデーションインク（パレード）」 価格：990円 （こどものかお） 

 

毎年恒例の文具女子博限定パッケージのグラデーションイ

ンク。 

今年の開催テーマが「Happy 文具パレード」なので楽しい

サーカスやワクワクする遊園地などをイメージしたパッケージに

しました。カラーもポップで使いやすい色合いです♪ 

毎年楽しみにしていただける方も初めて文具女子博に来ら

れる方にも是非チェックしていただけたら嬉しいです。 

③「silent」 価格：29,700円 （paraglass） 

 冬の静けさをテーマに制作しました。 

空洞部分にはマフラーを巻いたシロクマのガラス細工、ガラス

の欠片、特殊な液体、ラメフレークを封入。 

ドーム内をゆっくりと舞う雪を模したラメは光の反射でキラキ

ラと煌めき、幻想的な世界を表現。銀世界のシロクマと共

に優雅な時間をお楽しみください。 

④「ロルバーン ポケット付メモ（メディカル柄）」 価格：858円 （デルフォニックス） 

 

シンプルで飽きのこないデザインと使いやすさが一体となっ

た、デルフォニックスの定番ノート「ロルバーン ポケット付メ

モ」。 

文具女子博会場限定 メディカル柄は、売上の一部を医

療従事者へ寄付いたします。 

11.各ブースのおすすめ商品 

※価格は全て税込み 



 

 

⑤「RiraRiraはんこの印章手帖～Let's enjoy the stamp  life!～」 価格：900円 （RiraRiraはんこ） 

 文具女子博でも人気の RiraRiraはんこが文具女子博 2021

に出店。 

ついにこだわりのスタンプ帳が出来ました！紙にも素材にも持ち運

びやすさにも“こだわり”が詰まった RiraRiraはんこの印章手帖で

す。先行販売で登場！ 

⑥「Unicorn＆Narwhal」 価格：880円 （SAIEN） 

 1本角の神秘的な生き物ユニコーンとイッカクが、 

開催テーマ“Happy文具パレード”のイメージで金・銀箔を散りば

めた大人のちょっぴりゆめかわマスキングテープに！ 

セットで専用の袋に入れてお得に販売！ 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【お知らせ①】会場最寄りの「流通センター駅」アクセス路線東京モノレールと 3 大コラボ企画が実現!! 

今年で 5 回目となる「文具女子博 2021」開催を記念して、東京モノレールとのコラボ企画が実

現しました。限定デザインの「文具女子博 2021 開催記念乗車券付き特別入場券セット」の販売

や、フォトスポット＆乗車記念スタンプなど、会場の外でもイベントをお楽しみいただける企画

です。この機会に、是非東京モノレールに乗って文具女子博にお越しください♪ 

※価格は全て税込み 

◆文具女子博 2021 開催記念乗車券付き特別入場券セットを販売します！ 

⑴販売価格  3,800 円 

⑵販売部数  限定 300 セット  

⑶乗車券の有効期限 2021 年 11 月 20 日（土）～12 月 19 日（日） 

⑷発売場所・日時  モノレール浜松町駅南口改札 2021 年 11 月 20 日（土）10 時～ 

⑸セット内容  ①モノレール浜松町駅～流通センター駅往復区間 700 円の記念乗車券 

   ②「文具女子博 2021」の特別入場チケット 

   ③文具女子博メインビジュアル柄「限定クリアしおりセット」 

【詳細はこちら】https://bungujoshi.com/news/tokyomonorail1112/ 

◆モノレール浜松町駅にフォトスポット＆乗車記念スタンプ設置！ 

モノレール浜松町駅南口改札において、文具女子博 2021 の開催テーマ「Happy 文具パレード」

をモチーフとしたフォトスポットと、文具女子博×東京モノレールコラボデザインの乗車記念ス

タンプをお楽しみいただけます。 

⑴設置場所 モノレール浜松町駅南口構内 ※入場券が必要です。 

⑵設置期間 2021 年 12 月 1 日（水）～12 月 19 日（日） 

◆東京モノレール沿線の飲食店にて文具女子博コラボメニューを期間限定販売！ 

東京モノレール沿線の飲食店にて、文具女子博とコラボした限定メニューを期間限定で販売いた

します。（販売予定エリア：浜松町駅・天王洲アイル駅・天空橋駅周辺） 

詳細は決まり次第、文具女子博公式サイト及び公式 SNS にてお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

◆「文具女子博 2021」開催概要 
【開催日時】 2021 年 12 月 16 日(木)・17 日(金) 

第 1 ブロック 13：00～15：00（最終入場 14：30） 
第 2 ブロック 15：30～17：30（最終入場 17：00） 
2021 年 12 月 18 日(土)・19 日(日) 
第 1 ブロック 10：00～12：00（最終入場 11：30） 
第 2 ブロック 12：30～14：30（最終入場 14：00） 
第 3 ブロック 15：00～17：00（最終入場 16：30） 

※各回定員入れ替え制 
※事前に入場チケットの購入が必要です。 
※新型コロナウイルス感染防止のため、各ブロックとも入場人数に制限を設けて開催します。定員に達し次第
販売を終了いたしますのでお早めにご購入ください。 
【入 場 料】 700 円（税込・発行手数料別）  
【会  場】 東京流通センター 第二展示場 （住所：東京都大田区平和島 6-1-1） 
【アクセス】 東京モノレール「流通センター駅」から徒歩 1 分 
【主  催】 文具女子博実行委員会（日販セグモ株式会社、株式会社エムディーエス） 
【協  賛】 キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社ヘソプロダクション、株式会社シン 
  シア、株式会社カウネット、アシックス商事株式会社、株式会社ナカザワ、株式会社スモ 
  ール・プラネット 
 
◆「プレミアムタイム」実施決定！ 
文具女子博でのお買い物をゆっくりとお楽しみいただける、「プレミアムタイム」の実施が決定！ 
【開催日時】2021 年 12 月 16 日(木)・17 日(金) 10：00～12：30（最終入場 12：00） 
【入 場 料】1,300 円（税込） ※全てのお客様に入場チケットが必要です。 
 
◆入場チケット発売情報 
ローソンチケットにて 2021 年 11 月 20 日（土）13 時より一般販売。 
チケット種類： ①「文具女子博 2021」入場チケット 700 円 

②「文具女子博 2021」プレミアムタイム入場チケット 1,300 円 
  ※税込・発行手数料別 ※日時指定制 
販売ページ： https://l-tike.com/bungujoshi-2021 

 
◆文具女子博とは 
文具にこだわる皆様に向けた、日本最大級の文具の即売イベント。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメー

カー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。来場者は直接文具を見て、触れて、その
場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。 
 
【公式サイト】 https://bungujoshi.com/ 
【公式 SNS】 https://twitter.com/bungujoshi （Twitter） 

https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram） 

文具好き必読の１冊「文具女子博パーフェクトガイド」が全国の書店・ネット書店で好評発売中

です！2022 年の注目の文具が決まる、「文具女子アワード 2021」エントリー商品を完全網羅。

さらに、このためだけに作られた限定デザインの 2 大付録も！是非チェックしてください。 

【詳細はこちら】https://book.pia.co.jp/book/b590016.html 

※価格は全て税込み 

【お知らせ②】公式ブック「文具女子博パーフェクトガイド」好評発売中！ 

※価格は全て税込み 

写真：左から表紙／コクヨ「Bobbin」

／古川紙工「そえぶみ箋」 

価格：1,650 円（本体 1,500 円+税） 


