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 日販セグモ株式会社（代表取締役社長：安井 邦好）は、2020年 11月 27日（金）～29日（日）の 3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 2020」
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。昨年の 12月には第 3

回を開催し、38,000名ものお客様にご来場いただきました。そして 4回目の開催となる「文具女子博 2020」では、
新型コロナウイルス感染対策として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。
また、当日は会場での入場チケットの販売はございませんので、事前に入場チケットをご購入していただく必要がご
ざいます。今年の文具女子博は様々な点でお客様にご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申
し上げます。 

 
※ 「文具女子博 2020」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。予めご了承の上、入場チケッ

トをご購入いただきますようお願い申し上げます。 

 

◆文具女子博 2020 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“ときめきの文具旅”に沿ったイベントをご用意！ 

「来場記念スタンプツアー」など、会場に来たからこそ体験できるイベントをご用意しております。文具女子博で、わくわくとき

めく文具の旅をお楽しみください！ 

③「文具女子アワード」規模をパワーアップ！ 

今年はノミネート商品の展示スペースを大幅に拡大！昨年までの『文具女子アワード大賞』に加え、女子ならではの視点をテーマ

にした『ときめきデザイン賞』と『胸キュン便利賞』が新しく登場します！  さらにさらに！今年はWEB上での事前予想企画も

実施！開催前から文具女子アワードをお楽しみいただけます！ 

  

今年のテーマは「ときめきの文具旅」！ 

日本最大級の文具の祭典「文具女子博 2020」見どころ発表！ 
【開催期間】 2020年 11月 27日（金）～29日（日） 

【開催場所】 東京流通センター 第一展示場・第二展示場 

 

＜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：03-3767-2145 Email：bungujoshi@nippan.co.jp 

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

 

mailto:bungujoshi@nippan.co.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.アクリルキーホルダーコレクション 

価格：500 円/1 回 

「かわいい！」 「見たことある！」 「あ

れが欲しい！」皆さんお馴染みの定番文

具がミニチュアのアクリルキーホルダー

になりました！全 10種類の中から、何が

当たるかはパッケージを開けてからのお

楽しみ！文具好きの人もそうではない人

もみんなアクリルキーホルダーの虜にな

ること間違いなしです♡ 

※なくなり次第終了。 

今回のテーマ「ときめきの文具旅」にぴ

ったりな出店者が初登場！ 

”北海道土産”の定番といえば「白い恋人」 

、文具女子博限定パッケージを販売！ 

さらに、「白い恋人」デザインの文具や

雑貨が文具女子博で東京に初上陸しま

す！ 

メインビジュアルモチーフのスタンプを

ポーチに捺して世界に一つだけのオリジ

ナルミニポーチが作れちゃう！ 

デザインはあなた次第！世界に一つだけ

のポーチをゲットしましょう！ 

※なくなり次第終了。 

3.オリジナルミニポーチを作ろう！ 

価格：800 円 

今年も「文具女子博 2020」の来場記念ス

タンプを用意しました！今回の為に出店

者とコラボしたオリジナルデザイン 4柄

とメインビジュアルをイメージした 2柄

をご用意♪会場内の各所に設置している

ので是非見つけたら捺してみてください

♡スタンプを捺せるオリジナルシートは

会場内の事務局で配布しています。 

※シートの配布はなくなり次第終了。 

 

2.ISHIYA 

「白い恋人ステーショナリー」 

4.来場記念スタンプ 

 

 

※価格は全て税込み 

4.来場記念スタンプツアー 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. 文具 no catalog library 

 

8.DECO&DECO 

 

普段はなかなか目にすることのない文具

メーカーの商品カタログをご覧いただけ

るコーナーです。 

文具女子博会場にて販売している商品

は、ほんの一部。 

こちらに並ぶ様々なカタログをご覧いた

だき、新たな商品への出会いに繋げてく

ださい。 

5.文具 de ART 

 

6.マスキングテープくじ＆テープビュッフェ 

価格：200 円/1 回 

文具女子博、初めての企画展示！ 

まるシールだけを貼り重ねて作られた

「ねこ」の絵や風景画など、文房具を本

来の使い方とは違った使い方で作った貴

重な「アート」作品を展示しています。 

ご自由にご覧ください！ 

※価格は全て税込み 

毎年ご好評いただいているマスキングテ

ープくじ＆テープビュッフェを今年も開

催します！「文具女子博 2020」メインビ

ジュアルのマスキングテープが必ず入っ

ていて、あたりが出た方はテープビュッ

フェに参加できます♪ 

皆さん是非体験してくださいね♡ 

※なくなり次第終了。 

マスキングテープやシール、カラフルペ

ンなどで自由にデコレーションすること

ができるブースです。会場で購入したば

かりのノートや手帳に貼るのも良し！ 

来場記念スタンプツアーのシートを可愛

くしてみるのも良し！ 

是非、ブースにお越しください。 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎年ご好評いただいている文具女子博オリジナルグッズが今年も登場♪今回の

テーマ「ときめきの文具旅」をモチーフにしたグッズをご用意しました。 

昨年、大人気ですぐに完売してしまった商品も再販決定！さらに、文具女子博

ではお馴染みになった「ミニチュアノートコレクション」（350円/1個）も販

売します。誰もが知るノートがそのままミニチュアサイズになりました！何が

当たるかは、開けてからのお楽しみです！ 

ご来場の記念として、また、あなたの周りの文具女子へのお土産として、是非

ご購入ください。 

 

10.文具女子博オリジナルグッズ 

9.パワーアップした「文具女子アワード」！ 

文具好きの女子＝“文具女子”が選ぶ、文具女子のためのアワード！今年は別会場にて

大々的に開催！！例年よりじっくりノミネート商品をご覧いただけます♪ 

更に！今年は通常の『文具女子アワード大賞』に加え、『ときめきデザイン賞』と『胸

キュン便利賞』も登場！会場で投票をしてくださった方には先着でオリジナルステッカ

ーを、また、受賞商品に投票をしてくださった方の中から抽選で受賞商品セットを後日

プレゼントします☆ 

最終日には第４回文具女子アワードの結果発表と表彰式も行います。 

文具女子の皆様、是非ご投票をお願いします♪ 

今年はWEB上での事前予想企画も実施！開催前から文具女子アワードをお楽しみいただけ

ます。 

※ステッカーの配布はなくなり次第終了。 

※価格は全て税込み 



 

 

 

①「ニホンノドコカ 16cards」 価格：1,100円 （3pondS） 

 「ときめきの文具旅」にぴったりなカードセットを文具女子

博限定で販売！小さな青い鳥とめぐる 16種類の日本

のどこかの風景のカードセット。旅に気軽に出かけられな

い今の気分に。紙の材質から色使いまで四季折々のさ

まざまな場所をセレクトしました。 

②「サコッシュセット 全 3種」 価格：2,200円 （ミドリ） 

 

旅の思い出の記録を楽しんでいただけるアイテムを詰め

たサコッシュバックの限定セットです！色は、ピンク・ブル

ー・イエローの 3種類。オリジナル柄のスタンプやマスキン

グテープ、スタンプ用ミニノート、一筆箋が入っています。

ぜひブースまで見に来てくださいね！！ 

③「文具女子博オリジナルフルーツキャンディノート」 価格：1,375円 （コクヨ株式会社） 

 

文具女子博限定！フルーツキャンディをイメージした表

紙がポップでかわいい、A6 サイズのミニノート。 

いちごやオレンジなど、フルーツの柄が 5冊セットになって

います。フックにかける穴や、袋のふくらみの微妙な影な

ど、本物っぽさに細部までこだわったデザインは実物で要

チェック！友だちとシェアしておそろいで使うのもよし、その

ままプチギフトとしてプレゼントにするのもよし。 

④「スリッパキーホルダー」 価格：517円 （株式会社ハイタイド） 

 

昭和のホテルや旅館で使われていたビニール製のスリッ

パをキーホルダーにしました。形状や生地の質感までしっ

かり再現されています。文具女子博限定の「旅館」バー

ジョンは、ハトの箔押しがとてもかわいいデザインです。 

是非、「文具旅」を感じてみませんか？ 

⑤「星空列車トラディオプラマン」 価格：660円 （ぺんてる株式会社） 

 プラスチック万年筆「トラディオプラマン」に列車名を名入

れした、星空列車オリジナルグッズです。「星空列車ぺん

てる」デザインのポストカードがおまけで付いてきます。プ

ラマンはバレットジャーナルなど旅の記録を書き留めるの

にぴったりです。 

11.各ブースのおすすめ商品 

※価格は全て税込み 



 

 

 

 

⑥「トラベルタグ スカイ・ハート」 価格：594円 （小屋女子 DIY カフェ） 

 旅をテーマにした既存柄「トラベルタグ」を透け感たっぷり

に青空をイメージした柄と、真っ赤な♡（ハート）で可

愛くイメージした柄を文具女子博で限定販売！貼って

はがせて水にも強いデザイン養生テープ【YOJOTAPE】

は、梱包・ラッピングや日用品のデコレーションに大活躍

します！ 

⑦「#街まち女子旅カレンダー2021」 価格：1,100円 （ゼンリン） 

 数量限定で販売！「#女子旅」でSNS投稿上位の旅

行先の地図をデザインに使用した卓上カレンダーです。 

卓上カレンダーとして使った後は、日付部分を切り取っ

てポストカードやインテリアとしても使える 3WAY仕様で

す！地図柄のカレンダーで、四季のリモート女子旅をし

てみませんか？ 

⑧「文具女子博限定きらぴかマスキングテープ」 価格：715円 （シール堂） 

 

文具女子博 2020 のテーマ「ときめきの文具旅」をモチ

ーフにデザインされた箔押しのきらぴかマスキングテープ。

アンティークな雰囲気が漂う「エアメール」と、ちょっぴりレ

トロでポップな「トラベル」の２柄です。絵柄が楽しめて使

いでのある少し幅広の 27ｍｍ幅で、箔はマットゴールド

を使用しています。文具女子博でしか買えない限定デ

ザインです！！ 

「文具女子博限定マスキングテープ <タビビト>」 価格：550円 （ヨハク） 

 

文具女子博限定マスキングテープ、「タビビト」です。 

文具女子博のテーマである「ときめきの文具旅」からイメ

ージしました。ヨハクらしい優しい淡い色彩とどこか懐かし

いようなデザインの限定マスキングテープ 。淡い色彩とノ

スタルジックなデザインで使いやすい作品です。 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税込み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「文具女子博 2020」開催概要 
【開催日時】 2020年 11月 27日（金）～29日（日）  

 第 1ブロック 10:00入場開始 12:00まで （最終入場 11:30） 
第 2ブロック 12:30入場開始 14:30まで （最終入場 14:00） 
第 3ブロック 15:00入場開始 17:00まで （最終入場 16:30）※各回定員入れ替え制 

※入場チケットは事前に購入が必要です。 
※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】 690円（税込・発行手数料別） 
【会  場】 東京流通センター 第一展示場／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、日本郵便株式会社、株式会社パイロットコー 
  ポレーション、株式会社ヘソプロダクション、クレアモード株式会社、株式会社シンシア、 
  株式会社カウネット、株式会社ナカザワ、石屋商事株式会社 

 
◆文具女子博とは 
文具にこだわる女性、いわゆる“文具女子”の皆様に向けた様々な文具が大集結する、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） 

 

レジエリア特典配布場所にて、15,000円(税抜)以上お買い上げのお客様に、文具女子博限定

デザインのコンパクトミラーをプレゼント！ 

20,000円(税抜)以上お買い上げの方には、さらに追加で文具女子博オリジナルマスクケース

もプレゼントしちゃいます！！文具女子博でたくさんご購入いただいた方には、ここでしか

ゲットできない嬉しい特典がいっぱいです。 

※レシートはご参加のブロックのもののみ有効です。 

※一部ブースでのお買い物は対象外となります。 

 

 

12.文具女子博でしかゲットできないオリジナルグッズを手に入れよう！ 


