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1990年 神奈川県相模原市にBOOKOFF直営1号店オープン

1991年 ブックオフコーポレーション株式会社設立
BOOKOFF全国フランチャイズチェーン展開開始

2000年 BOOKOFF海外1号店オープン

中古劇場（リユース業態大型複合店舗）1号店オープン※現BOOKOFF SUPER BAZAAR

2004年 ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2005年 ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第一部指定変更

2015年 hugall（ハグオール）「百貨店内買取窓口」をオープン（日本橋三越内）

2016年 ブックレビューサイト運営の「ブクログ」を子会社化

2018年 純粋持株会社「ブックオフグループホールディングス株式会社」設立

2019年 貴金属販売・リペアサービスを行う「aidect」を運営する
㈱ジュエリーアセットマネジャーズを子会社化

2020年 設立30周年を記念し、新オウンドメディア
「ブックオフをたちよみ！」サイトオープン



国内リユースの現状
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国内リユースの現状

4

全国

約８００店舗



店舗パッケージの再編
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店舗パッケージの再編
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ブックオフグループの取扱品目
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BOOKOFF SUPER BAZAARの出店について



の魅力①
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500坪以上の巨大スペースに、認知度の高い「BOOKOFF」を中心とした多様な品揃えを用意し、
「何でも売れる」「全て持ち込める」場を提供する総合リユースの大型複合施設

圧倒的な商品量、年代やテイストが限られて
いないため、様々な年代のお客様が来店

業界トップクラス 大型店のメリット

BOOKOFF SUPER BAZAAR とは

幅広い利用者 割合

圧倒的な集客力 （来店客数概算）

関東Ａ店舗 約250,000人／月 3,000,000人／年

中京Ｂ店舗 約180,000人／月 2,160,000人／年



の魅力②
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幅広い商材 店内レイアウト例

書籍 ：150坪
ソフト ： 50坪
ホビートレカ ：100坪
家電 ： 50坪
ファッション ：200坪
スポーツ用品 ： 80坪
ブランド品 ： 30坪
ベビー用品 ： 50坪
食器・雑貨 ： 40坪

合計750坪



出店事例（BOOKOFF SUPER BAZAAR）

11

水戸姫子店

【住所】茨城県水戸市姫子２丁目７６９−４

【賃貸面積】６３８坪 【売場面積】５３９坪

1号京都伏見店

【住所】京都府京都市伏見区横大路芝生１

【賃貸面積】９３７坪 【売場面積】８０７坪

イトーヨーカドー流山店

【住所】千葉県流山市流山９－８００

【賃貸面積】８９３坪 【売場面積】８０２坪

25号八尾永畑店

【住所】大阪府八尾市永畑町２丁目２−１８

【賃貸面積】８５５坪 【売場面積】７２６坪

アグロガーデン神戸駒ヶ林店

【住所】兵庫県神戸市長田区南駒栄町１−７

【賃貸面積】５５０坪 【売場面積】４６８坪

国内主要都市圏中心に

【年間４～５店舗】
を出店



出店基準（BOOKOFF SUPER BAZAAR）
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出店

タイプ
最重要出店エリア 想定商圏 立地特性

賃貸延床
面積

その他

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
型

・北海道(札幌市中央区）

・東北(仙台市宮城野区・若林区・山形）

・埼玉(川口・浦和・春日部・草加・三
郷・熊谷・戸田)

・千葉(佐倉・八千代・船橋・野田)

・神奈川(横浜市瀬谷区)

・東京(練馬区・北区・葛飾区・足立区・

武蔵野・小金井・国分寺・調布・

府中・西東京・東村山・青梅)

・愛知(名古屋市天白区・昭和区・瑞穂
区・東区・西区・北区・中村区)

・奈良（奈良市・大和郡山市）

・京都(西京区・向日・長岡京)

・大阪(豊中・箕面・池田・高槻・堺・

茨木・吹田・河内長野・富田林・和泉・
泉大津)

・兵庫（東灘区・灘区）

・中国(広島・岡山・備南)

・四国(高松・丸亀)

・九州(福岡市博多区・東区)

・沖縄（那覇・浦添）

・一次商圏

【3万人以上】

※半径2㎞

orドライブ10分

・二次商圏

【15万人以上】

※ドライブ20分

12時間前面

交通量が

【1万台以上】

（商用車比率
50％未満）の

生活幹線道路、
幹線道路沿い

350坪

～

2,000坪

・１棟独立型、商業施設内出
店を行っております。

・商業施設内の出店はサイ
ン・看板の掲出が必須になり
ます

・必要駐車場台数

【賃貸借延べ床面積×0.2】

※単位：台数で計算しており
ます

都
市
・
駅
前
型

・乗降客数

【10万人以上】

・駅周辺250ｍ
の

年間小売販売額

【200億以上】

駅出口から

【徒歩５分】

圏内

300坪

～

1,200坪

・空中階、地下、多層階、商
業施設内出店も可能です

・商業施設内出店はサイン・
看板の掲出が必須になります
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BOOKOFFの出店について



店舗パッケージ再編（ホビートレカ）
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200～300坪に増床

ブックオフ＋ホビー

売場面積

約300坪

（本ソフト160坪・ホビー50坪・家電15坪

　トレカ40坪、デュエルスペース35坪）

取扱商材

本・音楽・映像ソフト

・ゲーム・ホビー・トレカ

・家電・携帯電話など



ホビー新品市場規模：7,889億円
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トレカ市場規模（新品・中古）
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売場イメージ（BOOKOFF）
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売場

デュエルスペース

決勝ブース

圧倒的なトレカ取り扱い

デュエルスペース

売場に「デュエルスペース」（※トレカ対戦できる席）
を64席以上設置し、公式戦会場としても使用可能。

決勝ブースは大型モニター設置し、
机上の対戦状況をリアルタイム配信



出店・リニューアル事例
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BOOKOFF出店強化エリア
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都道府県

北海道 函館市

青森県 青森市 弘前市

山形県 山形市 寒河江市

宮城県 若林区 宮城野区 青葉区（仙台駅）

茨城県 日立市

埼玉県 熊谷市 深谷市 川越市 草加市 川口市 春日部市

千葉県 佐倉市 八千代市 津田沼駅

神奈川県 横浜市中区 横浜市西区 茅ケ崎市

東京都(23区)※ 杉並区 大田区 目黒区 品川区 台東区 墨田区

東京都（都下） 国立市 西東京市 東村山市

愛知県 熱田区 中村区 瑞穂区 北区

三重県 鈴鹿市

京都府 右京区 亀岡市

大阪府 吹田市 生野区 東成区 東大阪市 泉南市

兵庫県 東灘区 宝塚市

福岡県 中央区（天神） 博多区 東区 粕屋郡

宮崎県 宮崎市

市・区・駅等

■出店強化エリア（目安２００～３００坪：駐車台数４０～６０台）

※は１００～２００坪：駐車台数は立地により検討
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BOOKOFF グループ
その他事業



ハグオール事業
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アイデクト事業 ㈱ジュエリーアセットマネジャーズ
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シェアオフィス事業 シェアオフィスABBOCC（アボック）表参道
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・青山ブックセンター隣接区画にシェアオフィスを開設
・ワイド120cmの広いデスク・全デスクパーテーション設置で集中できるスペース

https://wwwwww.abbocc.work

【改訂】1,100円



海外事業 Jalan Jalan Japan（JJJ)
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弊社担当連絡先
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後藤（ゴトウ）
TEL 080-4812-0253 

我妻（ワガツマ）
TEL 080-5688-8957

橋爪（ハシヅメ）
TEL 070-6480-4119
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ご連絡お待ちしております


