
日本最大級の文具の祭典 

2018年5月 
文具女子博実行委員会 

～協賛のご案内～ 



見て、感じて、その場で購入！日本最大級の文具の即売イベント 

「文具女子博」とは、文具女子博実行委員会(主催：日本出版販売㈱ 共催：㈱ＭＤＳ）が企画・運

営する文具の即売イベントです。 

 

「文具好きが最高に文具を楽しめるイベント」というコンセプトのもと昨年初めて開催。 

初開催にも関わらず72社の文具メーカーと10社の文具店の計82社にご出店いただき、 

まさに“日本最大級”の文具イベントになりました。 

当日は会場外にも入場待ちの列が出来るほど大盛況となり、来場者数は3日間で2万5千人を記録。 

文具が購入出来るブースだけでなく、その場で体験できるイベントブースやワークショップブースも多数用意し 

お客様からもご好評頂きました。 

 

これからも「文具女子博」が全ての文具ファンに喜んでいただける恒例イベントになるよう、育てていきたいと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

文具女子博について 
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イベントコンセプト 
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・マスキングテープなどを用いて手帳をデコレーションするのが好き 
 

・旅行、カフェ巡り、写真などが趣味で、文房具が必需品 
 

・ハンドメイドやオリジナルなど、“1点モノ”に価値を感じる 
 

・文房具もファッションの一部として捉えている 
 

・機能だけでなく見た目も重視 
 

・商品のコンセプトやテーマ性も重視 

このような女性＝文具女子に楽しんで頂くことをコンセプトに 

出店メーカーの選定、出品商品の選定、イベント企画等を行っています。 



文具女子博2017 実施概要 
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■名 称  文具女子博 
 
■主 催  文具女子博実行委員会  
       （日本出版販売株式会社・株式会社エムディーエス） 
 
■協 賛  富士フイルム イメージングシステムズ株式会社 
       株式会社ナカザワ、株式会社シーボン 
        日本文化興隆財団、メディカルハーブ協会 
 
■開催日 2017年12月15日（金）～17日（日） 
 
■時 間   10時～17時（最終入場16:00） 
            ※最終日のみ10時～16時（最終入場15:00） 
 
■会 場  東京流通センターＦホール 
 
■出店社数 文具メーカー：72社／文具店：10社 
 
■入場料  500円（税込） ※小学生以下無料 
 
■来場者数 3日間合計：25,000人 
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性別・年代比 

・来場者は全体の９割強が女性 
・20代～30代がメイン客層。 
・会社勤めの方が大半。 

・一人での来場が約４割を占める。 
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文具女子博 2017来場者属性 



SNSでの告知 
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事務局スタッフが文具女子としてＳＮＳを毎日更新 
⇒当日の集客につながる 

工場見学のレポート 文具店の紹介 当日購入できる商品の紹介 当日体験できるワーク
ショップの事前体験 



文具女子博2017 会場の様子 

7 会場の外まで伸びる待機列 



文具女子博2017 会場の様子 

8 入場口 



文具女子博2017 会場の様子 

9 会場内 



文具女子博2017 会場の様子 

10 TV局の取材 



文具女子博2017 会場の様子 

11 9割強の割合を占めた女性客 



文具女子博2017 会場MAP 

12 ※文具女子博2018のレイアウトについては未定です。 

出口 

協賛社様ブース位置 



文具女子博2017 出店社 
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など・・・計82社が出店 

コクヨ サクラクレパス シヤチハタ 

マークス 学研ステイフル 

マルマン ツバメノート ヤマト 

カンミ堂 
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文具女子博2017 協賛社 

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社様 
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文具女子博2017 協賛社 

株式会社シーボン様 
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文具女子博2017 協賛社 

株式会社ナカザワ様 



文具女子博2017 制作物 

confidential Copyright(C)NIPPON SHUPPAN HANBAI INC.All rights reserved. 17 

会場MAP 

フライヤー 

B2ポスター 



  
●情報誌/雑誌 
・mini 
・steady. 
・MonoMax 
・GINZA 
・hanako  
・LaLaBegin 
・OZ magazine 
・モノ・マガジン12-16号 
・mina 
・GISEL 
・ESSE新年号 
・PRESIDENT WOMAN 
・趣味の文具箱 
・文房具完全ガイド 
・週刊朝日 
 

●WEB 
・Suits woman 
・haletto 
・時遊zine 
・えんウチ 
・文具流通マガジン 
・excite.ニュース 
・Ozmall 
・カワコレメディア 
・kufura（クフラ） 
・Pouch 
・だいたひかるのきまぐれ日記 
・文具流通マガジン 
・ファッションプレス 
・Yahoo!ニュース 
・@DIME 
・レッツエンジョイ東京 

Prtimes 
毎日、文房具。 
inspi 
elthe 
文具のとびら 
じゃらんニュース 
Suits woman 
News worker 
WOMANOnline 
 
●TV 
・日本テレビ「ニュースエヴリィ」 
・日本テレビ「ZIP! BOOMERS」 
・フジテレビ「めざましＴＶ」 
・NHK「おはようにっぽん」 
・テレビ東京「WBS」 

 
●ラジオ 
・J-WAVE「GOOD NEIGHBORS」 

2017年12月16日放送 
NHK「ニュースチェック11」 2017年12月16日放送 

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 

文具女子博2017 メディア露出 
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  文具女子博2018 
2018年12月14日～12月16日 



文具女子博2018 開催概要（予定） 

■名 称 文具女子博2018 
 

■主 催 文具女子博実行委員会 
    （主催：日本出版販売株式 共催：株式会社エムディーエス） 
 
 

■開催日 2018年12月14日（金）～16日（日） 
     ※商品搬入・設置 12月13日（木） 
 

■会 場 東京流通センター E・Fホール 
 

■出店数 全国の文具メーカー120社様（予定） 
 

■入場料 500円（税込） 
 

■来場者 50,000人（想定） 
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＜文具女子博2018のポイント＞ 
 

・前回の入場者数は25,000人！今回は50,000人を目指します！ 

・会場の広さは、2フロア合計で約1,200坪！（前回の2倍！）出店社数は 

 120社を目指し、規模・質ともに日本一の文具販売イベントを目指します！ 



プロモーション（予定） 
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①関連媒体（紙・Web）への広告出稿 
 
②公式サイト・SNSでの情報発信 
 
③イベント開催情報を外部サイトへ随時記事配信 
 
④前回のTV取材（生中継含む）は7社以上！ 
 今回もTV、ラジオ、雑誌、Web媒体などへの働き掛けを積極的に行います 
 

⑤「文具女子博」公式BOOK発売予定！ 
 OZmagazine編集部が編集する公式ガイドブックを企画中 
 
⑥直前PRイベント開催（都心で秋開催予定） 
 
 

50,000人以上の動員に向け 
きめ細やかなプロモーションを実施します!! 

公式ガイドブックイメージ 

前回は無かった取り組みです！ 



文具女子博2018 協賛のご案内 
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協賛金額              ¥ASK 

御社に合った様々な協賛メニューを御提案させて頂きます。 

お気軽にご相談ください。 

・商品サンプリング 

・試食/試飲 

・製品の無料体験 

・自社商品の販売 

・文具女子博内イベントとのタイアップ 

など・・・ 


