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ヤフー株式会社
ブックオフコーポレーション株式会社

ヤフオク!
ヤフオク!とブックオフによるリユース体験店舗が
とブックオフによるリユース体験店舗が
「渋谷」と「自由が丘」に 9 月 26 日同時オープン！

～ 「渋谷」はヤフオク!への出品を代行する「ヤフオク!出品窓口」を設置
対象商品の本を毎月 3 冊まで無料でもらえる特典開始
「自由が丘」では、あらゆるジャンルのモノを買い取る
「総合買取受付窓口」を設置 ～
「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街」プロモーションページ
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/promo/yahuoff/

ヤフー株式会社（以下、Yahoo! JAPAN）とブックオフコーポレーション株式会社（以下、
ブックオフ）は 2014 年 9 月 26 日（金）
、日本最大級のインターネットオークションサイト
である「ヤフオク!」と日本最大級の中古本販売チェーン「BOOKOFF」がコラボレーショ
ンした新たなリユース体験店舗として、
「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街」
（以下、渋谷センター街店）を東京・渋谷にオープンします。なお、本店舗は、既存の
「BOOKOFF 渋谷センター街店」のリニューアル店舗となります。
また同日、「BOOKOFF 自由が丘駅前店」（以下、自由が丘店）では、ブックオフグルー
プの新事業、株式会社ハグオールが運営するオールジャンルブランド買取の“総合買取受
付窓口”を設置します。本窓口で買い取ったモノは、「ヤフオク!」などで販売いたします。

Yahoo! JAPAN とブックオフは、ネットとリアルそれぞれの強みを活かし、リユース経験
者 100%の世界を構築することを目指し、今年 4 月に資本・業務提携を締結しました。すで
に「ヤフオク!」を通じて、いつでもどこでも「BOOKOFF」の商品が手に入る環境を整え
ることで“買うことがもっと身近に”なるよう、全国の「BOOKOFF」店舗にある中古本や
CD、DVD、ゲームソフト、携帯電話などを「ヤフオク!」上で販売する取り組みを展開して
います。この取り組みにより、Yahoo! JAPAN とブックオフは、2016 年度までに「ヤフオク!」
上で日本最大級となる 1,000 万冊の中古本の取扱いを目指しています。

一方、
「ヤフオク!」のようなインターネットを活用したリユースは、出品作業や取引成立
後の梱包・発送などを手間だと感じる人がまだまだ多いという課題があります。そのため、
渋谷センター街店および自由が丘店を活用し、中古品を売ることが未経験の方でも、気軽
にリユースを経験していただくための施策を実施いたします。

■「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街
渋谷センター街」について
センター街」について
本店舗では、リニューアル前と同様に、中古本を中心とした買取販売を実施するほか、
まずは主に下記のサービスを提供します。

（1）
）“ヤフオク!出品窓口”
“ヤフオク 出品窓口”で、
出品窓口”で、手軽に「ヤフオク
で、手軽に「ヤフオク!」
手軽に「ヤフオク 」体験！
“売ることをもっと身近に”するべく、
“ヤフオク!出品窓口”を設置します。これまで「ヤ
フオク!」に出品するためには、Yahoo! JAPAN ID の取得と「Yahoo!プレミアム」
（月額 380
円※税抜）への入会、出品作業や取引成立後の梱包・発送などが必要でした。“ヤフオク!
出品窓口”は、出品したい商品を持ち込み、必要事項の記入と身分証明書を提示により申
込が完了し、その後スタッフが出品を行います。その商品が落札されると、手数料を引い
た金額が指定の金融機関に振り込まれる仕組みです。
これにより、インターネット環境がない場合でも、手軽に「ヤフオク!」への出品を体験
いただくことができます。
“ヤフオク!出品窓口”での出品体験をきっかけに、モノを捨てな
いことでゴミを減らし、リユースの楽しさを体験していただくことで、将来的にはリユー
スの選択肢の一つとして「ヤフオク!」を利用していただくことを目指しています。
なお、
“ヤフオク!出品窓口”は、ネット型リユース事業を展開する「株式会社マーケット
エンタープライズ」が展開します。

（2）
）対象商品の本を毎月 3 冊まで無料でもらえる！（Yahoo!プレミアム会員特典）
プレミアム会員特典）
冊まで無料でもらえる！（
渋谷センター街店では、Yahoo!プレミアム会員限定で 108 円（税込）の本を毎月 3 冊まで
無料でもらえる特典を開始します。Yahoo! JAPAN とブックオフが連携し、より多くの方が
店舗を訪れて気軽に「BOOKOFF」を利用するきっかけを提供すると同時に、Yahoo!プレミ
アム会員の満足度向上を目指します。

（3）気に入った本が見つかる商品レビューコーナー
）気に入った本が見つかる商品レビューコーナーを設置
）気に入った本が見つかる商品レビューコーナーを設置
渋谷センター街店にある約 40 万点の商品の中から、一度は読んでほしい定番モノとして
「BOOKOFF」がセレクトした約 5,000 タイトルの商品レビューを見ることができる専用端
末（タブレット）を設置したコーナーを、店内 1 階中央に設けます。本コーナーには、約
5,000 タイトルの商品の一部が陳列されており、その商品バーコードを Yahoo! JAPAN が専
用に開発・提供するアプリケーションを通じて読み取ることで、商品レビューを閲覧する
ことができます。

また、商品レビューを皮切りに「BOOKOFF」がもっと便利に楽しくなる機能を順次追加
をして、スマートフォンアプリとして誰でもいつでもどこでも利用できる新しいサービス
を目指します。

このほか、まずは本店舗に一度足を運んでいただくための施策として、オープン同日よ
り 9 月 29 日まで、渋谷駅周辺（※1）にて 108 円分（税込）の割引券と交換できるショッ
ピングバッグを配布します。

■「
「BOOKOFF 自由が丘駅前店」について
自由が丘駅前店」について
“オールジャンルブランド買取”をコンセプトとした “総合買取受付
“総合買取受付窓口”を設置
受付窓口”を設置
渋谷センター街店のオープンと同日に、自由が丘店も一部リニューアルして“総合買取
受付窓口”を設置します。ブックオフグループで“オールジャンルブランド買取”をコン
セプトに総合買取サービスを展開している株式会社ハグオールが、店舗内に受付窓口を設
置する形で買取サービスを提供します。本窓口では本、CD、DVD、ゲーム以外の「アパレ
ル」「服飾雑貨」「貴金属」
「食器（キッチン用品）
」
「スポーツ用品」など、あらゆるジャン

ルの商品（※2）を買取いたします。店舗に持ち込むだけで簡単に売ることができるため、
気軽にリユースを経験していただくことを目指しています。なお、本窓口で買い取ったモ
ノは、
「ヤフオク!」などで販売いたします。

今後は、渋谷センター街店、自由が丘店を新たなリユース体験を提供する拠点として位
置づけ、リユースを楽しむための様々な取り組みを実施していくことで、リユース経験者
を増やしていくと同時に、
「ヤフオク!」と「BOOKOFF」それぞれの利用者の増加や満足度
の向上にも繋げてまいります。
※1 ショッピングバックの設置・配布場所は、2 箇所になります。
1 箇所目：JR 渋谷駅ハチ公改札口を出て正面右手の壁に設置
（期間：9 月 26 日（金）～9 月 29 日（月）まで）
2 箇所目：渋谷駅周辺でスタッフが配布
（期間：9 月 26 日（金）～9 月 29 日（月）まで）
※2 一部商材については、取扱い不可のモノもあります。詳しくは、下記ページにて。
⇒http://hugall.co.jp/buyshop/standard.html

■店舗概要
1.「ヤフ
1.「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街」
店名：
「ヤフ OFF! BOOKOFF 渋谷センター街店」
場所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 32-13
営業時間：11:00～23:00（年中無休）
開店日：2014 年 9 月 26 日(金)
公式サイト：http://topic.auctions.yahoo.co.jp/promo/yahuoff/index.html

2.「
2.「hugall 自由が丘駅前店」
自由が丘駅前店」
店名：
「hugall 自由が丘駅前店」
（「BOOKOFF 自由が丘駅前店」内）

場所：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘 2-11-23
営業時間：10:00～23:00（年中無休）
公式サイト：(ハグオール）http://www.hugall.co.jp/buyshop/
（ブックオフ）http://www.bookoff.co.jp/shop/shop20289.html

■「渋谷センター街店」
「渋谷センター街店」サービス詳細
「渋谷センター街店」サービス詳細
（1）“ヤフオク!
“ヤフオク!出品窓口”について
・設置日：2014 年 9 月 26 日（金）
・設置場所：「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街」1F 入り口付近
・利用方法：
1.商品持ち込み（対象商品を店舗内のヤフオク!ブースに持参）
2.申込み（必要事項の記入と身分証明書の提示）
3.ヤフオク!出品（スタッフが「ヤフオク!」に出品。出品完了後、お客様に連絡）
4.落札（手数料を引いた金額を指定の金融機関に振り込み）
・利用手数料：
落札金額（税抜）

手数料（税込）

5,000 円～10,000 円

落札金額の 45%

10,001 円～50,000 円

落札金額の 35%

50,001 円～

落札金額の 25%

・取扱商品：「ヤフオク!」での落札見込み金額が 5,000 円以上の商品
・利用条件：18 歳以上（身分証明書要）
・運営会社：株式会社マーケットエンタープライズ（東京都公安委員会許可第 307730608365
号）
※その他、サービスポリシーなど、詳しくは下記よりご覧いただけます
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/promo/yahuoff/

（2）Yahoo!プレミアム会員特典について
プレミアム会員特典について
・期間：2014 年 9 月 26 日（金）～2014 年 12 月 31 日（水）
・提供場所：「ヤフ OFF! フラッグシップストア 渋谷センター街」1F 販売カウンター
・利用方法：
1.Yahoo!プレミアム会員登録（会員でない方は新規登録）
※店舗内のヤフオク!ブースでの登録可能
2.クーポン取得（
「PassMarket」にアクセスし、ヤフ OFF!特典チケットを申し込む）
3.来店（店内の 108 円（税込）の本を選択 ※毎月 3 冊まで）
4.購入（カウンターにてヤフ OFF!特典チケットを提示）

※Yahoo!プレミアム会員の登録は、下記より申し込みいただけます
http://premium.yahoo.co.jp/
※ヤフ OFF!特典チケットは、下記より取得いただけます
http://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018rd5x0xd1i.html

■「
「hugall 自由が丘駅前店」サービス詳細
∇「総合買取
∇「総合買取受付
総合買取受付窓口」
受付窓口」について
窓口」について
・設置日：2014 年 9 月 26 日（金）
・設置場所：「BOOKOFF 自由が丘駅前店」内
・利用方法：
1．売りたい品物を店舗の買取カウンターへ持ち込む。1 点から持ち込み可能
2．ハグオール買取センターにて、専門スタッフが 1 点 1 点査定
3．メール、お電話で査定金額をご連絡
4．銀行振込

【連絡先】
ヤフー株式会社 広報 宮原、小澤
TEL：03-6440-6103／E-mail：ycompany-pr@mail.yahoo.co.jp

ブックオフコーポレーション株式会社 広報 小湊
TEL：042-750-8588／E-mail：ccinfo@bookoff.co.jp

