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ゆっくり楽しめるプレミアムタイムを今年も開催！ 

「文具女子博 2021」入場チケット発売のお知らせ 
 

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）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。新型コロナウイルス感染予防を踏まえ、

入場チケットによる定員入れ替え制を実施します。 

 

 

 

 今年で開催 5回目となる「文具女子博 2021」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。記念すべき 5回目の開催

ということもあり、公式ブックの発売や今年限りの特別な体験イベントなども鋭意企画中です。これま

で文具女子博にご来場いただいたことのあるお客様はもちろん、今年初めて文具女子博にご来場いただ

く皆様にも楽しんでいただけるよう準備を進めて参ります。今後の情報は、文具女子博公式サイト及び

公式 SNSにてご案内いたしますので是非チェックしてください！ 

 

また、お客様に安心してご来場いただくべく、新型コロナウイルス感染対策を講じた運営体制のもと

開催いたします。会期中は事前に入場チケットをご購入いただいたお客様のみがご入場できる定員入れ

替え制を実施いたします。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予めチケット購入

方法をご確認ください。 

 

「文具女子博 2021」開催にあたり、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 2021で楽しめるイベントが盛りだくさん。 

①おなじみ文具のデザインそのままに、ミニチュアのアクリルキーホルダー第 2弾！ 

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弾です！おなじみの

可愛い文具がミニチュアのキーホルダーになりました。文具柄 10種類にシークレット柄を含めた全 11

種（中身はランダムです）。バッグやポーチにつけて、さりげなく文具好きをアピールしてみてはいか

がですか？  

参加料：1回 500円（税込） 

②毎年大人気の「マスキングテープくじ」が今年はよりパワーアップ！ 

 オリジナルのマスキングテープがもれなく貰えるマスキングテープくじを今年も開催！今年はなん

と、参加者全員が貰えるオリジナルマスキングテープの柄が、全 4種類に！どれも文具女子博のためだ

けに作られたオリジナルデザインで、何が貰えるかはくじを開けてからのお楽しみ。さらに、当たり券

が入っていた方は約 500種のマスキングテープからお好きな柄を専用シートに巻いて持ち帰ることので

きるマスキングテープビュッフェに参加できます！ 

参加料：1回 200円（税込） デザイン協力：WORLD CRAFT（ワールドクラフト） 

 

③文具女子博を完全網羅！豪華付録付き「文具女子博パーフェクトガイド」予約受付中！ 

 見どころたっぷり、80ページを収録した公式ブックです！ 

 タイトル：文具女子博パーフェクトガイド 

 出 版 元：ぴあ株式会社 

 発 売 日：2021年 11月 5日（金）予定 

 版  型：A4,平綴じ,本文 80P＋付録 2点 

 定  価：1,650円（本体 1,500円+税） 

 全国の書店・ネット書店および文具女子博会場で販売予定。 

 【この本の詳細情報はこちら】 

 https://book.pia.co.jp/book/b590016.html  

  2021年 12月に開催する「文具女子博 2021」の見どころをたっぷり詰め込んだ 1冊です。一般公開

に先駆けた会場 MAPの公開や、会場でしか購入できない限定商品などの情報をお届けします。また、毎

年文具女子博で大好評の「文具女子アワード 2021」のエントリー商品を全て余すことなくご紹介！2022

年の注目商品をいち早くチェックできます！さらに付録は、本誌のためだけに作られた、文具好きにと

っては大人気商品の限定デザインです。文具女子博公式ブック、是非ご期待ください！ 



 

 

◆「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） 

【会  場】 東京流通センター 第二展示場 E・Fホール 

  （住所：東京都大田区平和島 6-1-1） 

【入 場 料】 通常ブロック…700 円（税込） ※小学生以下無料 

【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） 

※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。 

 

■「プレミアムタイム」実施決定！ 

通常の開催より入場者数にさらに制限を設けることで、文具女子博でのお買い物をゆっくりとお楽し

みいただけます。また、通常よりお買い物時間も長いので、文具女子博の会場内をたっぷりと回ってい

ただけます。 

【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。 

プレミアムタイムのみ、先行して 2021年 10月 30日より先行受付を開始します。詳細は、文具女子博

公式サイト及び公式 SNSにてご案内いたします。 

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・発券手数料別 ※日時指定制 

販売ページ： https://l-tike.com/bungujoshi-2021 

 

 

■文具女子博 pop-up in 広島 2021開催のお知らせ 

昨年大好評だった、「文具女子博 pop-up in 広島」が今年もそごう広島店で開催決定！ノートや筆記

具などの定番文具から、大人気のマスキングテープやシールなどのかわいらしいデコレーションアイテ

ムまで、幅広い商品ラインナップを取り揃えます。さらには人気急上昇のはんこ（スタンプ）メーカー



 

 

も出店が決定するなど、昨年の広島開催では出店のなかった新規の出店者も、今年は数多く参加しま

す。さらに、文具女子博では毎回恒例の「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」が広島会場限定でパワ

ーアップ！当たった方には、マスキングテープビュッフェへの参加に加えて、コクヨ株式会社

「Bobbin」シリーズよりボビン芯とプチカッターを 1 つずつプレゼント！この機会にぜひご参加くださ

い！ 

 

◆「文具女子博 pop-up in 広島 2021」開催概要 

【開催日】10 月 28 日（木）～11 月 3 日（水・祝） 

［前半:10 月 28 日(木)～30 日(土) 後半:10 月 31 日(日)～11月 3 日(水・祝)］ 

【会場】 そごう広島店 本館 9階=催事場 

【開催スケジュール（1 日につき 4 部制）】 

第 1 ブロック 10:00 入場開始 11:45 まで （最終入場 11:15） 

第 2 ブロック 12:30 入場開始 14:15 まで （最終入場 13:45） 

第 3 ブロック 14:45 入場開始 16:30 まで （最終入場 16:00） 

第 4 ブロック 17:00 入場開始 18:45 まで （最終入場 18:15） 

【入場料】500 円（税込）  ※オリジナルクリアファイル付き 

※事前の入場チケット販売による定員入れ替え制です。セブンチケットにてご購入ください。 

セブンチケット URL：http://7ticket.jp/s/091479/d  

 

■「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。 

 

＜協賛のお問い合わせ等・法人の皆さまはこちら＞ 

https://bungujoshi.com/business/ 

 

 ＜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） 
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