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2022 年 3 月 18 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

遂に大阪で開催！「Happy 文具パレード」をテーマに開催！

「文具女子博 in 大阪 2022」見どころ発表！
【開催期間】

2022 年 4 月 22 日（金）～24 日（日）

【会

大阪南港 ATC ホール

場】

A・B

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、2022 年 4 月 22 日
（金）～24 日（日）の 3 日間、大阪南港 ATC ホール（大阪市住之江区）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 in 大阪 2022」を開催いたします。また、前日の 21 日（木）
には先行イベント「プレミアムタイム」を開催します。

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 月に初開催し、今年で 6 年目
を迎えます。
今回遂に開催される「文具女子博 in 大阪 2022」では、“Happy 文具パレード”をテーマに、ご来場
いただくお客様にとって思い出深い 1 日となるようなイベントをお届けいたします。会場の広さは東京
会場と匹敵する約 1,300 坪！文具メーカーや文具の小売店の出店数は全 91 社にのぼり、なんと 30,000
点を超えるアイテムが勢ぞろいします。
さらに、文具女子博の会場でしか体験することのできない人気イベント「マスキングテープくじ＆ビュ
ッフェ」や「アクリルキーホルダーコレクション」なども開催予定。また、今回のイベントで初登場の
「文具女子博オリジナル絵馬」も販売します。どうぞ、「文具女子博 in 大阪 2022」へご来場くださ
い！
※ご入場には事前にチケットの購入が必要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場できる人数に制限を設けさせていただく場合がござい
ます。予めご了承ください。

※価格は全て税込み

1. マスキングテープくじ＆ビュッフェ
協賛：スマートニュース
文具女子博では恒例の「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」を
大阪でも実施。ビュッフェお楽しみ券が出た方は豪華マスキング
テープビュッフェに参加ができます！必ずゲットできる文具女子
博オリジナルマスキングテープは全部で 4 柄に！
さらに、大阪会場では、「スマートニュース 文房具チャンネ
ル」ブースにて文房具チャンネル画面をご提示いただくと「マス
キングテープくじ」に 100 円 OFF で参加できるチケットをプレゼ
ント！是非、ご参加ください。
1 回 200 円/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
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！
「文具女子博 2020」で初登場し、大好評だった第 1 弾 10 種類に
加え、今年はシークレット柄も含め 11 種類が新たに登場。
全 21 種の中から、何が当たるかはお楽しみ♡
文具女子博でしかゲットできない限定アイテムです！
1 個 500 円/なくなり次第終了
3. 文具女子博オリジナルグッズ
今回のテーマ「Happy 文具パレード」に合わ
せたラインナップでご用意！どれも文具女子
博限定デザインです。ご来場の記念にも、周
りの文具ファンへのお土産にも！
さらに、paraglass さんとのコラボ商品第 2
弾！オリジナルガラスペン「夢行進」の大阪
限定カラーを販売します！春らしいデザイン
に仕上がりました。
是非ブースにお越しください。
※文具女子博オリジナルグッズブースで販売します。
※オリジナルグッズの数には限りがございます。

4. 文房宮（ぶんぼうぐう）
文具の神社「文房宮（ぶんぼうぐう）」が大阪に登場！こちらの
ブースでは、文具女子博オリジナル絵馬を販売。ミニサイズの絵
馬なので、キーホルダーにもおすすめです。
さらに、オリジナル絵馬をご購入いただいた方は、運試しの「鉛
筆おみくじ」にもご参加できます！あなたのラッキーアイテムが
分かるかも・・・？！
1 個 500 円/なくなり次第終了
5. 来場記念スタンプ＆パスポート風ノート
文具女子博来場の記念に全部で 5 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♡
ノート価格：1 冊 300 円/なくなり次第終了
※スタンプは参加無料

オリジナルガラスペン「夢行進」
価格：22,000 円

6. 限定ポストカードをゲットしよう！パレードタイム
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、紫色のコスチュームを着ているスタッフ
に話しかけて、「文具女子博限定ポストカード」をゲットしよ
う！
※なくなり次第配布終了

7. 輪ゴム de シューティング
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♡
※なくなり次第配布終了

8. 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！
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。
※当日のレシートのみ合算可。
※一部ブースでのお買い物は対象外となります。

9. cafe&dining goo-note ×文具女子博 コラボメニュー
大阪南港 ATC 内カフェレストラン「cafe&dining goo-note」にて
文具女子博コラボメニューを期間限定で販売いたします！
お買い物の前後にぜひお立ち寄りください♪
詳細は決まり次第、文具女子博公式サイト及び公式 SNS でお知ら
せします。
※写真はイメージです。変更となる場合もございますので予めご了承ください。

※価格は全て税込み

10.各ブースのおすすめ商品
①「ユニボールワン５色アソート

SakuraFestival」

価格：880 円

（三菱鉛筆株式会社）

世界のお祭をテーマにした、ゲルインクボールペン
ユニボールワンの 5 色セットです。
日本の桜祭りをモチーフにカラーをチョイスし、ペ
ン本体にもオリジナルの印刷入り。
パッケージにもこだわりました。手に入るのは文具
女子博だけ！
②「大阪ミックスジュース」

価格：506 円

（SAIEN）
大阪のソウルドリンクといえばミックスジュース！
金、銀箔押しのマスキングテープになりました！
バナナ・黄桃・みかんとミルクのおいしいハーモニ
ーを感じさせるデザインで今すぐ飲みたくなっちゃ
う！！
イベント数量限定で販売いたします！

③「isshoni.ノートデスク大阪限定・文具女子博限定」

価格：385 円

（ダイゴー株式会社）

リモートワークに便利なパソコン前のスペースに置
けるノート「isshoni.ノートデスク」の大阪限定桜
柄（方眼）と文具女子博限定文具柄（横罫）です。
13 インチのノートパソコン前にぴったりのサイ
ズ。

④「「街まちレトロ」ステーショナリー」

価格：単品 330 円～、セット 1,980 円～

（ゼンリン）

地図会社ゼンリンが作る、地図×レトロがコンセプ
トの「街まちレトロ」ステーショナリー。
大阪（難波）の昭和生まれの「ミックスジュース」
カラーを、難波の地図にデザインしたマスキングテ
ープや 2 ポケットファイルなど 5 アイテムを展開。
難波・銀座・名古屋・門司港・長崎の 5 つの街から
好きな街を見つけてみませんか？
⑤「osaka パレード」

価格：385 円

（小屋女子 DIY カフェ）
文具女子博「Happy 文具パレード」のテーマに合わ
せてデザインされた「osaka パレード」。
大阪の街を楽しくパレードしているイメージで
見ているだけでも HAPPY な気分になれます。
細部にも大阪らしさがちりばめられていますので、
よくご覧くださいね！文具女子博 in 大阪 2022 でし
か買えない限定テープです。

◆「文具女子博 in 大阪 2022」開催概要
【開催日時】

2022 年 4 月 22 日(金)～24 日(日)
10：00～17：00（最終入場 16：00） ※最終日は 16：00 まで（最終入場 15：00）

【会

場】

大阪南港 ATC ホール A・B（住所：大阪府大阪市住之江区南港北 2 丁目 1-10）

【入 場 料】

700 円（税込）

【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

力】

ATC

※ご入場には事前にチケットの購入が必要です。ただし、入場チケット 1 枚につき小学生以下のお子様 2 名まで無料。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場できる人数に制限を儲けさせていただく場合がございます。予めご了承
ください。

■先行して文具女子博を楽しめる「プレミアムタイム」実施決定！
「プレミアムタイム」とは、22 日（金）からの開幕に先駆けて、前日の 21 日（木）の夕方に文具女
子博を特別にお楽しみいただけるプレミアムなイベントです。入場人数を 1,000 名に限定しているた
め、よりゆったりと会場内を回っていただけます。
【開催日時】2022 年 4 月 21 日(木) 16：30～18：30（最終入場 18：00）
【入 場 料】1,300 円（税込）
※ご入場には事前にチケットの購入が必要です。

◆入場チケット発売情報
イープラスにて 2022 年 3 月 26 日（土）10 時より一般販売。
チケット種類： ①「文具女子博 in 大阪 2022」入場チケット 700 円
②「文具女子博 in 大阪 2022」プレミアムタイム入場チケット 1,300 円
※税込・発券手数料別 ※日時指定制
販売ページ：

https://eplus.jp/bungujoshi/

■「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）

※ 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、イベント実施を含めて変更になる場合もございます。

＜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）

