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2022 年 2 月 3 日

日販セグモ株式会社
東京都千代田区神田東松下町 28 番地 4

あの文具の祭典が、遂に九州に初上陸！

「文具女子博 pop-up in 博多」開催決定！
気になる出店者を一挙発表！！
日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安井邦好）は、2022 年 3 月 3 日（木）～
3 月 8 日（火）の 6 日間、博多阪急 8 階 催場（博多駅中央街）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 pop-up in 博多」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 22 万人ものお客様にご来場いただいていま
す。まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年 12 月に東京で開催された「文具女子博 2021」は、
約 24,000 名のお客様にご来場いただきました。
そして遂に「文具女子博」が福岡にやってきます！「文具女子博 pop-up in 博多」の会期は 6
日間。会期を前半と後半に分け、計 31 社もの文具メーカーが揃います。大人気のマスキングテー
プやシールはもちろん、可愛い付箋やノートなど、様々なジャンルの文具が大集結します。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
限定商品などもご用意しております。「文具女子博 pop-up in 博多」に是非お越しください。
※前半と後半で出店者が異なります。ご注意ください。詳しくは公式サイトをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入場人数に規制を設けます。予めご了承くださ
い。

◆出店者を一挙公開！
【前半】3 月 3 日（木）～3 月 5 日（土）
株式会社アーティミス／「オリエステルおりがみ」／小屋女子 DIY カフェ／フロンティア／
TOCONUTS／MATOKA／paraglass／HIGHTIDE／Old Resta／Fonte&Greeful／T.S テーエス
アンテリック・ステーショナーズ／ｂａｎｄｅ／Ｓ＆Ｃコーポレーション／エヌビー社／ダイゴー
株式会社／WORLD CRAFT／コクヨ株式会社／DERWENT／シール堂／サンビー株式会社／クオバディ
ス・ジャパン株式会社
【後半】3 月 6 日（日）～3 月 6 日（火）
株式会社アーティミス／「オリエステルおりがみ」／小屋女子 DIY カフェ／フロンティア／
TOCONUTS／MATOKA／paraglass／HIGHTIDE／Old Resta／Fonte&Greeful／T.S テーエス
BGM／Green Flash／フエキ糊／SAIEN／マルモ印刷／デザインフィル ミドリ／株式会社レイメイ
藤井／デルフォニックス／himekuri
※太字の出店者は開催期間中、全日程通しで出店いたします。

◆「文具女子博 pop-up in 博多」の見どころ
①テーマは「Happy 文具パレード」
今回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。
また、「文具女子博 pop-up in 博多」は昨年 5 月に開催予定でしたが新型コロナウイルスの影響
で延期となった為、前回のテーマでもあった「ときめきの文具旅」をイメージした商品も一部販売
予定！2 つのテーマの限定商品を買えるのも博多開催ならでは
です。
今年のテーマ「Happy 文具パレード」に合わせたオリジナルグ
ッズをご用意。どれも文具女子博でしかゲットできません。
ご来場の記念にも、周りの文具好きへのお土産にも！是非お買
い求めください。
② 文具女子博オリジナルのイベントブースも充実！
1．マスキングテープくじ＆ビュッフェ 価格：200 円/1 回
文具女子博では毎年大人気の「マスキングテープくじ＆ビ
ュッフェ」を開催！！！ビュッフェ体験券が出た方は、500
種類の中からお好みのマスキングテープを持ち帰ることので
きるビュッフェに参加できます。さらに今回は必ず貰えるオ
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。

2．アクリルキーホルダーコレクション vol.2 価格：500 円/1 個
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！
今回はシークレット柄も含め 11 種類が新たに加わり
ます。会場では第 1 弾も購入できるので、全部で 21 種類♪
何が当たるかはお楽しみ。※なくなり次第終了。

3. 輪ゴム de シューティング

参加無料

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。
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。

4. 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

文具女子博来場の記念にスタンプをご用意。
「文具女子博オリジナルパスポート風ノート」も販売しま
す。お買い物を楽しみながら回ってみてください。
※ノートはなくなり次第終了。

5. 文具女子博でしか手に入れることのできないノベルティグッズを手に入れよう！
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！超レアデザインの非売品です。

◆「文具女子博 pop-up in 博多」開催概要
【開催日時】

前半：2022 年 3 月 3 日（木）～3 月 5 日（土）
後半：2022 年 3 月 6 日（日）～3 月 8 日（火）
通常入場 13:00～20:00 まで （最終入場 19:00）
※最終日のみ 17:00 まで （最終入場 16:00）

【入 場 料】

400 円（税込）

※当日会場にて入場料をお支払いいただきます。
※新型コロナウイルス感染防止のため、入場人数に制限を設けて開催します。
【会

場】

博多阪急百貨店 8 階 催事場
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１−１

◆「プレミアムタイム」実施決定！
お客様の人数を大幅に制限し、よりゆったりとお買い物をお楽しみいただくことを目的に、「プレ
ミアムタイム」を実施します。
【開催日時】

2022 年 3 月 3 日（木）～8 日（火)

【入 場 料】

900 円（税込）

10:15～12:15（最終入場 11:45）

【ローソンチケット URL 】https://l-tike.com/event/mevent/?mid=626451
※プレミアムタイムは事前に入場チケットの購入が必要です。枚数には限りがありますので予めご
注意ください。
※2022 年 2 月 9 日（木）12:00 より先行抽選販売。

◆「文具女子博 in 大阪 2022」開催決定！
今年 4 月、3 回目となる大阪での開催が決定！今回はこれまでと会場を変更し、大阪では過去最
大規模となる ATC ホールにて「文具女子博 in 大阪 2022」を開催します。例年以上にパワーアップ
するのは勿論、大阪だけの特別な催しやオリジナルグッズも鋭意企画中！ぜひ続報をお待ちくださ
い。
【開催日時】

2022 年 4 月 22 日（金）～24 日（日） ※開催時間、入場方法は未定。

【会

場】

大阪南港 ATC ホール A・B

【主

催】

文具女子博実行委員会

【協

力】

ATC

■「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。
なお、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ています。

・公式サイト
https://bungujoshi.com/
・公式 SNS
https://twitter.com/bungujoshi （Twitter）
https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram）
＜本件に関するお問い合わせ先＞
文具女子博実行委員会事務局
TEL：03-4335-0874（平日 10:00～12:00、14:00～17:00）
E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp
＜ご協賛に関するお問い合わせ先＞
E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp （担当：浦田）

