
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税込 

1. Stationery PINS Collection 

価格：400 円/1 回 

「かわいい！」「懐かしい！」「コンプリー

トしたい！」 

誰もが知るおなじみの文具 20種類がピン

バッチになりました。当日はカプセル型の

くじ引き形式で、何が当たるかはカプセル

を開けるまでのお楽しみ。5種類を先行販

売したプレイベントでは 2日で 1,500個が

完売。話題沸騰間違いなしです！ 

※無くなり次第終了。 

2. Drink × 文具女子博 コラボカフェ 

価格：未定 

3. マスキングテープくじ 

価格：200 円/1 回 

昨年も大人気だったオリジナルノート作り

がさらにパワーアップ！本ブースでは、専

用の背表紙についた“のり”を溶かして綴じ

る「熱製本」の体験ができます。お好みの

色の表紙を選んで、あなただけのオリジナ

ルノートを作りませんか？ 

※各日 300名様限定。 

銀座 伊東屋 本店「G.Itoya」1 階にある手

作りレモネード・ジュースバー『Drink』と文

具女子博との夢のコラボレーションが実現！

当日は、『Drink』定番のフレッシュレモネー

ドに加えて、会場限定の特別コラボレーショ

ンメニュー2 種類を販売します。とある文具

にちなんだ「黒」と「ピンク」のドリンク。

どんな味がするかは飲んでからのお楽しみで

す。 

※無くなり次第終了。 

昨年大好評だったマスキングテープくじがパ

ワーアップして再登場。今年のマスキングテ

ープくじは、参加していただいた方全員に『文

具女子博限定マスキングテープ』をプレゼン

ト！さらに当たりが出た方は、昨年よりアイ

テムの数も種類もパワーアップしたマスキン

グテープブッフェ（オリジナルの台紙にお好

きな柄のマスキングテープを貼りつけて持ち

帰ることができます）にご参加いただけます。 

※無くなり次第終了。 

画像提供：毎日、文房具。 

4. オリジナル mini ノート製本ラボ 

価格：500 円/1 冊 

◆「文具女子博」今年の見どころ 

https://mai-bun.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©NIHON HALLMARK K. K. 

「こんな男子に○○って言われたい……」 

イケメンのイラストに吹き出しがついている

『イケメン付箋』。発売から 3年が経ち、これ

までに総勢 34 名のイケメンが誕生しまし

た！今年発売 3 周年を記念して、文具女子博

限定商品の発売が決定。候補の 4 キャラクタ

ーから事前アンケートで皆様に選んでいただ

いた、商品化してほしいイケメン 2 キャラク 

ターが付箋になって登場します。 

※事前アンケートの結果は、文具女子博前日に公式 SNS

等でお知らせします。 

 

5. 文具女子博限定イケメン付箋 

（日本ホールマーク） 

価格：464 円/1 冊 

ほっぺにはんこ!?衝撃のかわいさ！ 

様々な文具メーカーとのコラボレーション商

品を発売しているコスメブランド「ステーシ

ョナリーコスメ」と、誰でもひとつは持って

いる「シヤチハタ ネーム 9」とのコラボレ

ーション商品「シヤチハタチーク」が文具女

子博で先行販売。デザインはまるで「大きな

シヤチハタ」。心もほっぺも暖かく染めてみて

はいかがでしょうか？ 

※「シヤチハタ」「ネーム 9」はシヤチハタ株式会社の登

録商標です。 

6. シヤチハタチーク 

（シヤチハタ） 

価格：1,566 円/1 個 

7. SignPen 55th Anniversary 

特別企画「SignPen's BAR」 

（ぺんてる） 

 

8. 好きな色の組み合わせでつくる 

蛍光ツインペン作り 

（呉竹） 

価格：200 円 

昨年ご好評いただいた蛍光筆ぺん作りの第

2 弾。今年は 6 色のインクの中からお好き

な 2 色を選んでオリジナルツインペンが作

れる体験を用意しています。ツインペンの

ボディはドット柄。そのドット柄に 1 つだ

け♥が隠れています！通常販売と軸のデザ

インが異なる、文具女子博オリジナルツイ

ンペンです。 

「ぺんてるサインペン」は今年で発売 55 周

年！そこで、春夏秋冬の季語からイメージさ

れる 55 色のオリジナルインキを制作。今年

の文具女子博では、事前アンケートで皆様に

選んでいただいた 10 色のオリジナルインキ

を、今話題のモダンカリグラフィーも書ける

「筆タッチサインペン」に入れてお渡しする

イベント「SignPen's BAR」を開催します。 

※対象商品のご購入で当イベントに参加いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Campus ドット罫 10 周年記念 

マスキングテープ プレゼント 

（コクヨ） 

超ロングセラー商品「キャンパスノート」の

ドット入り罫線 10 周年を記念して、文具女

子博限定のノベルティとして、マスキングテ

ープが登場。今まで発売された限定デザイン

のキャンパスノートが次々と繰り出す、ファ

ンにはたまらないデザインです！コクヨブー

スで 5 点以上お買い上げいただくともれなく

プレゼントいたします。 

※各日無くなり次第終了。 

 

今、文具熱が高まっている台湾。日本では、

なかなか入手できない台湾のクリエイター

や文具店のオリジナル商品が並びます。日

本のものとは少し違った個性的なデザイン

の文具や雑貨ばかり。ぜひ、文具女子博で、

MIT（=Made In Taiwan）に触れてみてく

ださい！ 

10. 台湾女子市 

価格：未定 

11. おいしい文房具!? 

価格：540 円～ 

今年は文具をテーマにしたお菓子も販売しま

す！新潟県の老舗和菓子店「越乃雪本舗 大和

屋」のクレヨン型和三盆糖『おいしいおえか

き』や、お馴染み「フエキ どうぶつのり」の

容器がキュートな『フエキくんビッグマーブ

ルチョコ』、文具女子博のロゴをあしらったオ

リジナル「チロルチョコ」など……。文具女

子なら思わずキュンとしてしまうお菓子ばか

りを揃えました。お土産やプレゼントにも最

適です！ 

12. 文具女子博オリジナルグッズ 

価格：未定 

記念すべき第 2 回文具女子博限定オリジナ

ルグッズが登場です！ 

昨年に引き続き今回も、誰もが知る定番文

具と文具女子博がコラボレーションしまし

た。オリジナル文具は全て文具女子博限定

販売。ご来場記念のお土産に、周りの文具

女子へのプレゼントに、ぴったりなライン

アップをご用意してお待ちしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催概要 

【開 催日 時】 2018年 12月 14日（金）～16日（日） 10:00～17:00＜最終入場 16:00＞ 

        ※16日（日）は、16:00閉幕＜最終入場 15:00＞ 

【会 場】 東京流通センター 第二展示場 Eホール・Fホール 

（住所：東京都大田区平和島 6-1-1） 

【入 場 料】 500円 ※小学生以下無料、男性もご入場いただけます。 

【主 催】 文具女子博実行委員会 

【公式サイト】  https://bungujoshi.com/ 

・Twitter    https://twitter.com/bungujoshi 

・Instagram  https://www.instagram.com/bungujoshi/ 

 

各メーカーの出品商品など、文具女子博の詳しい情報が盛りだくさんの認定ガイ

ド BOOKも好評発売中です！ 
 
『文具女子博 2018認定ガイド BOOK かわいい文具と紙のモノ』 

ISBN：9784-8137-7022-0 

本体価格：787円 

全国の書店で好評発売中 

 

 

◆「文具女子博」とは 

文具メーカーや文具店など全 123社、約 50,000点の商品が集結する日本最大級の文具イベント！老

舗メーカーや気鋭の新しいメーカーなどが一同に揃い、文具を販売。 

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。 

13. 第 2 回文具女子アワード 

 

 

昨年初めて開催した、文具女子が選ぶ文具女

子のための文具のアワード「文具女子アワー

ド」。会場に来ていただいたお客様の直接投票

により、栄えある受賞商品が決定します。第

2 回目となる今年はノミネート商品が昨年の

約 1.5 倍に！受賞商品は、最終日に特設コー

ナーで実施する表彰式にて発表します。当日

は投票していただいた方に先着でオリジナル

シールを、また、見事受賞商品に投票いただ

いた方の中から抽選で受賞商品の詰め合わせ

セットをプレゼント！文具女子博会場にて、

是非ご投票ください。 

※オリジナルシールの配布は先着順。無くなり次第終了。 

今年初！文具女子博会場に『文房宮』が登

場。『鉛筆おみくじ』であなたの運を試して

みて！ラッキーアイテムが会場内の出店ブ

ースにある……かも!?一足早く、あなたの

2019年の運勢を占ってみては？ 

14. 文具おみくじ 

※画像はイメージです 

https://bungujoshi.com/
https://twitter.com/bungujoshi
https://www.instagram.com/bungujoshi/

