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■文具女子博 今年の見どころ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.ミニチュアノートコレクション

くじびき 

価格：350 円/1 回 

誰もが知っているおなじみのノート 6 種類

がミニチュアサイズになって登場！ 

どれが当たるかはお楽しみ。デザインはそ

のままに、ミニチュアサイズなのに実際に

書くこともできる、集めて楽しい、使って

楽しいノートです。 

 

2.文具横丁 

 

「文具浪漫」のテーマに合わせて、定番文

具の「セロテープ」や「アラビックヤマ

ト」などを使った“セロテープ de 輪投げ”

や、ここでしか引けない「鉛筆おみくじ」

をご用意しました。 

※「鉛筆おみくじ」は無くなり次第終了。 

“レトロな文具が、カタチを変えて復刻す

る”がコンセプトの「Old Resta」 

トートバッグ。大好評発売中の全 14 柄に加

え、「文具女子博」では、先行発売となる新

しい柄もお披露目予定です。 

※画像は現在発売中の「Old Resta ミニトートバッグ」。 

3.文具女子博コラボトートバッグ 

「Old Resta」 

価格：1,738 円 

「文具女子博 2019」オリジナルの来場記念

スタンプ。 

開催期間の 4 日間、出店者とコラボした毎

日異なる絵柄をオリジナルの台紙にスタン

プできます。来場の記念にぜひお立ち寄り

ください♪ 

※台紙は無くなり次第配布終了。 

※「プレミアムタイム」は、「文具女子博 2019」メイン

ビジュアルをもとにした絵柄のスタンプです。 

4.来場記念スタンプ 
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2019 年 10 月に「pixiv Sketch」にて開

催された、マルマンのクロッキーブックの

表紙デザインを募る“マルマンクロッキー

イラストコンテスト”。 

本コンテストの最優秀作品が表紙にプリン

トされたクロッキーブックを、会場で限定

販売します。 

※コンテストは終了しました。 

5.マルマンクロッキーイラストコンテストで 

 最優秀賞を受賞した作品を限定販売！ 

価格：649 円 

大好評の「マスキングテープくじ」が、数も種

類もパワーアップして再登場。参加者全員に

「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、オリジナ

ルの台紙に好きなマスキングテープを貼りつ

けて持ち帰ることができる「マスキングテー

プビュッフェ」にご参加いただけます。 

※無くなり次第終了。 

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 

野帳好きな“ヤチョラー”必見！ 

大人気の「測量野帳」をデコレーションで

きるワークショップが登場。レトロな雰囲

気を感じさせる”金の箔フレーク“を使っ

て、イラストをスタンプして世界に一つし

かない野帳を作りませんか？ 

※定員に達し次第受付終了。 

※「プレミアムタイム」での実施はございません。 

7.測量野帳デコレーション 

価格：1,200 円/1 回 

アロマ・フレグランス商品を製造する

GRASSE TOKYO株式会社による“香りのす

る絵具”の体験ブース。ラベンダーやゼラニ

ウムなどの香りの絵具が楽しめる新商品

「香の具」を使って、好きな絵柄の台紙を３

種類の中から選び、塗り絵ができます。参加

者には「香の具」４色セット（2,568 円相

当）をもれなくプレゼント！ 

※定員に達し次第受付終了。 

※「プレミアムタイム」での実施はございません。 

8.「香の具」塗り絵体験 

価格：2,000 円/1 回 
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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

は"文具浪漫”にちなんで、どこか懐かしい文具が「文具女子博」とコラボレーシ

ョンしました！ 

さらに、8 月に開催したイベント「#インク沼」でもご好評いただいた「文具女子

博」オリジナルインクも 5 種、取り揃えました。「胸きゅんピンク」や「片思いグ

リーン」など、思わず書いてみたくなるような色は、文具女子ならひとつは持っ

ておきたい一品です！ 

 

 

11.「文具女子博」オリジナルグッズ 

見てかわいい、食べておいしい “文具フー

ド”を取り揃えました。 

今年は、おはじきと豆ノートを模した有平

糖の詰め合わせなど、「文具女子博」でし

か味わえない限定品をご用意しました！ 

ぜひ、この機会にご賞味ください。 

9.おいしい文具 

文具女子が選んだ台湾文具や雑貨が今年も

登場！現地の人気雑貨店「來好（LAI 

HAO）」や、台湾クリエーターブランドの

「LOOPY」など、台湾の雰囲気がたっぷ

り詰まったかわいいアイテムをご用意しま

した。日本とはひと味違った台湾の文具を

お楽しみください。 

10.台湾女子市 
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■文具女子博 今年の見どころ 

 

①文具女子博デザインの「Project Paper」 価格：418円 （オキナ） 

 コピーに写りにくい青い罫線の方眼用紙で有名な、オキ

ナの「Project Paper」が、「文具女子博」デザインで登

場します！ 

表紙には「文具女子博 2019」のメインビジュアルをプリ

ントし、ロゴを箔押ししてプレミアム感たっぷりに仕上げま

した。帯と箔押しの色を揃え、赤と緑の２色で展開しま

す。 

②「イケメン付箋」 価格：473円 （日本ホールマーク） 

 昨年も人気だった「イケメン付箋」に、レトロな雰囲気漂

う「文具女子博」限定のイケメン２人が登場します！ 

着物姿のイケメンは書道家を、カメラを持ったイケメンは

記者をイメージして描かれています。 

ここでしか出会えないイケメンに、会いに来てみては？ 

③「純喫茶ぺんてる バイキング」 価格：1,100円＜１セット＞ （ぺんてる） 

 ぺんてるのオリジナルポストカード付き文具セットをお買い

上げいただいたお客様に、レトロな純喫茶を思わせる、

キュートなクリームソーダのロゴが箔押しされた「純喫茶ぺ

んてるボックス」をプレゼント！オリジナルポストカード、文

具セット、ボックスの組み合わせは 80通り！お好みの

組み合わせを見つけてください。  

④「箱入り大仏クリップ」 価格：880円 （coto mono） 

 

奈良にある文房具と雑貨のお店「coto mono」で販

売している大仏クリップを「文具女子博」限定で、貼り箱

入りで販売します。見た目のインパクトだけでなく、コピー

用紙を 100枚も挟むことができる、実用的なクリップで

す。 

ぜひ、プレゼントやお土産にいかがでしょうか？ 

⑤「きらぴかマスキングテープ」 価格：715円 （シール堂） 

 “文具浪漫”をテーマにデザインした、キラキラと光るオー

ロラ箔をあしらったマスキングテープが登場。パステルカラ

ーで文具が描かれた「ポップ」と、渋みのある色合いの「ハ

イカラ」の２種類をご用意しました。 

 

12.各メーカーブースのおすすめ商品 
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■文具女子博 今年の見どころ 

⑥「巾着入り文具セット」 価格：1,650円 （ミドリ） 

 ミドリの人気商品がポップにデザインされた巾着に、「活

版印刷ノートセット」やさまざまな絵柄が楽しめる「ロール

シール」などを詰め込んだセットです。巾着は化粧ポーチ

やバッグインバッグにもお使いいただけます。 

⑦「チョコレートキャンパス」 価格：1,375円 （コクヨ）※各日 100 個限定。 

 チョコレート風のパッケージが可愛らしいキャンパスノート

が登場します！ 

カカオの配合率をイメージした数字によって、表紙の色が

異なる 5冊セットです。表紙には、カラフルなハートが描

かれていて、文具女子垂涎のアイテムです。 

⑧「HAPPY BOX」 価格：1,650円 （コクヨ）※各日 80個限定。 

 「文具女子博」のために、コクヨのスタッフが厳選した商

品を詰め込んだ「HAPPY BOX」。どの色や柄が入って

いるかは、開けてからのお楽しみ！文具が描かれている

箱にもご注目ください。 

 

 

＜先行発売＞「シヤチハタ歴代スタンプ台マスキングテープ」 価格：330円 （シヤチハタ） 

 2020年で創業 95年を迎えるシヤチハタ歴代のスタン

プ台の柄をデザインしたマスキングテープを、「文具女子

博」で先行発売いたします。 

色は赤・藍・黒と 3種類ご用意。レトロな雰囲気を醸し

出すスタンプ台のフォントがかわいいマスキングテープで

す！ 

 

＜ノベルティ＞「ｕｎｉレトロ広告・限定クリアファイル」 （三菱鉛筆）※無くなり次第終了。 

 三菱鉛筆のブースにて商品をお買い上げいただいたお

客様に、三菱鉛筆の広告をデザインしたクリアファイルを

プレゼントします。社名が「眞崎市川鉛筆株式会社」だ

った時代や、戦前から戦後にかけてヒットした「セブンスタ

ー」などをモチーフにしたデザインが、ディープなレトロさを

感じさせます。 
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■文具女子博 今年の見どころ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「文具女子博 2019」開催概要 
【開 催 日 時】 2019 年 12 月 12 日（木）～15 日（日） 10:00～17:00＜最終入場 16:00＞ 
        ※15 日（日）は、16:00 閉幕＜最終入場 15:00＞ 
 
【会 場】 東京流通センター 第一展示場 A～D ホール 

（住所：東京都大田区平和島 6-1-1） 
 

【入 場 料】 当日：650 円（現金または交通系 IC カードでのお支払い） 
※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/ 

 
 

13.第 3 回文具女子アワード 

開催当初より名物企画となっている、文具

女子が選ぶ文具女子のための「文具女子ア

ワード」。来場者の直接投票により、受賞商

品を決定し、最終日に特設コーナーで表彰

式を実施します。投票いただいた方には先

着でオリジナルシールを、また、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！ 

会場にて、ぜひご投票ください。 

※オリジナルシールの配布は無くなり次第終了。 

 

 

14.「文具女子博」オリジナルミラー 

「文具女子博 2019」のメインビジュアル

になるかもしれなかった “幻”のメインビ

ジュアルをあしらったコンパクトミラー。

会場にて 15,000 円（税込 16,500 円）以上

お買い上げいただいた方にプレゼント！ 

※各日 1,000個限定。 

※ワークショップや体験ブース、一部協賛ブースでのお買い物は

対象外となります。 

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

