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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

「文具女子博 petit 名古屋 2021」見どころ発表！
さらに初となる「文具女子博 Cafe」を名古屋で開催決定！！
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、吹上ホール 第 1 フ
ァッション展示場・第 2 ファッション展示場（名古屋市千種区）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 petit（プチ）名古屋 2021」を開催いたします。
さらに文具女子博としては初となる、カフェとのコラボ企画「文具女子博 Cafe」を 7 月 1 日～8 月 9
日に、Carlova360 NAGOYA（名古屋市中区）にて開催します。

2017 年 12 月より女性の文具熱が高まっていることを背景にスタートした“見て・触れて・買える”
日本最大級の文具の祭典「文具女子博」。毎年 3 万人を超えるお客様にお越しいただき、昨年の「文具
女子博 2020」では、コロナ禍の中、様々な感染対策や入場制限を施し、1 万 9 千人のお客様にご来場い
ただきました。
昨年 7 月、中止となってしまった「文具女子博 petit 名古屋」から約 1 年、「文具女子博 petit 名古
屋 2021」の開催が決定しました！長い間お待ちいただき、誠にありがとうございます。
名古屋での初めての開催を盛り上げるべく、皆さまに楽しんでいただける企画を練ってまいりまし
た。「文具女子博 petit 名古屋 2021」、そして初の試みである「文具女子博 Cafe」にぜひお越しくだ
さい！
※ 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。

■「文具女子博 petit 名古屋 2021」の見どころ
①名古屋特別企画！喫茶店をイメージした商品が並ぶ「#文具喫茶」
初めての名古屋での開催を楽しんでいただけるよう、名古屋特別企画「#文具喫茶」ブースをご
用意しました。クリームソーダやナポリタン、ホットケーキなど喫茶店と聞いて思い浮かぶような
デザインの色とりどりの商品を集めたブースです。

※左から古川紙工株式会社「レトロ日記」シリーズ／Fonte&Greeful「ポストカード」税込各 300 円

②ここでしか体験できない「マスキングテープくじ」や「アクリルキーホルダーコレクション」
文具女子博では大人気の体験ブースが名古屋でも登場！毎回ご好評いただいている「マスキング
テープくじ（1 回／税込 200 円）」。当たりが出た方は、約 500 種類のマスキングテープの中か
ら、お好きな柄を専用台紙に巻いて持ち帰ることのできる「テープビュッフェ」に参加できます。
そして、皆さんお馴染みの定番文具がミニチュアサイズになった「アクリルキーホルダーコレク
ション（1 回／税込 500 円）は、全 10 種。何が当たるかは、開けてからのお楽しみです！

③「ときめきの文具旅」をテーマにしたオリジナルグッズが目白押し！
今回のテーマでもある、「ときめきの文具旅」をモチーフにした文具や、パスポート風デザイン
のノートなど、会場限定商品を多数ご用意しております。
④“petit”だけど侮れない！67 社の文具メーカーが出店！
コクヨやミドリをはじめ、文具女子博では人気のメーカーや作家を中心に、67 の出店者が集合。
各出店者おすすめ商品を販売します。約 20,000 点以上の文具が並ぶ会場は圧巻です！

■「文具女子博 petit 名古屋 2021」開催概要
【開催日時】

2021 年 7 月 9 日（金）12:30 入場開始 19:00 まで（最終入場 18:30）
2021 年 7 月 10 日（土）12:30 入場開始 17:00 まで（最終入場 16:30）
2021 年 7 月 11 日（日）12:30 入場開始 17:00 まで（最終入場 16:30）

※当日会場にて入場料をお支払いください。
※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。定員に達し次第、ご入場
を一時中断する場合がございます。予めご了承ください。
【入 場 料】

650 円（税込） ／現金もしくは交通系ＩＣカード使用可

【会

吹上ホール 第 1 ファッション展示場・第 2 ファッション展示場

場】

（愛知県名古屋市千種区吹上 2-6-3）
【アクセス】

地下鉄桜通線「吹上駅」５番出口より徒歩５分

【主

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）

催】

■会期中は、毎日「プレミアムタイム」開催！
「文具女子博 2020」「文具女子博 petit 大阪 2021」でも大好評だった「プレミアムタイム」を、名
古屋でも実施します。好評につき、会期中は毎日午前中を「プレミアムタイム」とし、一般入場に先駆
けてお買い物を楽しめます。さらに、入場できるお客様の人数を通常の半分の人数に制限させていただ
くので、よりゆったりと「文具女子博 petit 名古屋 2021」を満喫していただけます。
≪先行イベント：プレミアムタイム≫
【開催日時】

2021 年 7 月 9 日（金）9:30 入場開始 12:00 まで（最終入場 11:30）
2021 年 7 月 10 日（土）9:30 入場開始 12:00 まで（最終入場 11:30）
2021 年 7 月 11 日（日）9:30 入場開始 12:00 まで（最終入場 11:30）

【入 場 料】

1,210 円（税込・発行手数料別）

【チケット】

ローソンチケットにて 2021 年 6 月 5 日（土）10：00 より一般販売開始。
※税込・発券手数料別 ※日付指定制

販売ページ：

https://l-tike.com/bungujoshi-nagoya

※「プレミアムタイム」は、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。ご注意くだ
さい。

■限定ドリンクやメニューが楽しめる！「文具女子博 Cafe」を初開催。
名古屋パルコ内 Carlova360 NAGOYA において、7/1～8/9 の期間限定で「文具女子博 Cafe」をオ
ープンいたします。今回の文具女子博のテーマでもある「ときめきの文具旅」をテーマにした店内
装飾をはじめ、文具女子博コラボメニューの販売や、オリジナルグッズなどの販売を実施します！

※左から「文具旅へおでかけ♪パンケーキ」税込 900 円／「文具 de ひとときカフェオレ」税込 660 円 ※画像はイメージです。

※左からオリジナルコースター／「文具女子博オリジナルインク ときめきブルー」税込 2,420 円

「文具女子博 Cafe」では、コラボメニューをご注文いただいたお客様に記念のノベルティを用意
しております！「文具旅へおでかけ♪パンケーキ」をご注文のお客様には、文具女子博オリジナル
ミラーをプレゼント！コラボドリンク「文具 de ひとときカフェオレ」「ときめきのクリームソー
ダ」「文具女子のフルーツジュース」をご注文のお客様には、1 ドリンクにつき 1 枚文具女子博オ
リジナルコースターをお配りします。
さらに、店頭の物販エリアでは、文具女子博オリジナルグッズや、文具女子博で大人気の文具メ
ーカーの商品を販売予定。該当商品を税込 2,000 円以上ご購入のお客様には、「文具女子博 Cafe」
限定デザインのマスキングテープをおひとつプレゼントします。詳細は公式サイトにて後日発表！
※ノベルティの数には限りがございます。なくなり次第、配布終了となりますのでご了承ください。
※パンケーキは 1 日 30 食限定とさせて頂きます。

＜開催概要＞
名称：

文具女子博 Cafe

場所：

Carlova360 NAGOYA

期間：

2021 年 7 月 1 日（木）～8 月 9 日（月・祝）

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ東館 4F

営業時間：： 11:00～20:00（カフェのラストオーダー 19:30）

※情勢によりやむを得ず、イベント内容・営業時間に変更が生じる場合や、休業となる可能性も
ございます。名古屋パルコの HP（https://nagoya.parco.jp/）および Carlova360 NAGOYA の HP
（https://libroplus.co.jp/carlova360/）をご確認の上、ご来店ください。
■「文具女子博」とは
2017 年 12 月にスタートした、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。
※男性のお客様もご入場いただけます。
・公式サイト

https://bungujoshi.com/

・公式 SNS

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

・日販セグモ株式会社（https://www.segmo.co.jp/）
＜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

