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日本最大級のオンライン中古書店「eBOOKOFF（イーブックオフ：http://www.ebookoff.co.jp/）」を運営す

る、ネットオフ株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：黒田武志、以下ネットオフ）は、東北地方１

３の生協等（生活協同組合コープあおもり、青森県庁消費生活協同組合、青森県民生活協同組合、生活協

同組合コープあきた、秋田県北生活協同組合、いわて生活協同組合、岩手県学校生活協同組合、ＪＡいわ

て花巻（西和賀）、生活協同組合共立社、みやぎ生活協同組合、生活協同組合コープふくしま、生活協同組

合コープあいづ、福島県南生活協同組合）と提携し、本・CD・ブランド品・デジタル家電等の宅配買取サービ

スとなる「コープ宅配買取サービス（以下、同サービス）」を 2010 年 11 月 22 日（月）より開始いたします。 

 

同サービスは、東北地方 13 の生協等の組合員の家庭で不要となった本・ブランド品などを、組合員が電

話で申込み、指定の宅配業者を通じてネットオフに送り、同社で査定し、代金を組合員の口座に直接お振込

みする「宅配買取サービス」です。「自宅に居ながらリサイクル」が可能な同サービスにおいて、組合員は、

ネットオフが推進する「スマイル・エコ・プログラム」に参加することも可能となり、代金の中から任意の金額を、

エコ活動や社会貢献活動を行う NPO 団体に寄付することが可能です。 

 

  また、同サービスの開始にあたって、ジャパンベストレスキュー株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役

社長：榊原暢宏、以下ＪＢＲ）とも連携し、24 時間 365 日の買取受付が可能な専用のコールセンターの運営

も実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本最大級のオンライン中古書店『eBOOKOFF』のネットオフ株式会社 
 

『『東東北北地地方方１１３３のの生生協協等等』』とと提提携携  
組合員の方向けに本・CD・ブランド品・デジタル家電等の宅配買取サービス 

『『ココーーププ宅宅配配買買取取ササーービビスス』』ををススタターートト！！！！  

＜ニュースリリース＞                                 

<本件に関するお問合せ先> 

ネットオフ株式会社 事業アライアンスグループ 

 担当： 中村 俊夫  

ＴＥＬ： 0562-45-2922 ＦＡＸ： 0562-45-2923 



「コープ宅配買取サービス」の概要 

 

 

■サービス開始日： 2010 年 11 月 22 日（月） 

 

■サービスの利用方法：  ご利用は簡単・便利な 3 ステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ①売りたい商品を段ボール箱に詰めて、買取申込み 

不要となった本・CD・ブランド品・デジタル家電等を段ボール箱に箱詰め。 

買取サービス専用フリーダイヤル（０１２０－４４６－０２４）で 

買取申込み。 

 

②送料無料の宅配便がお引取り 

買取お申込み時に指定した集荷希望日時に、ヤマト運輸の宅急便が 

送料無料で、ご自宅まで段ボール箱の集荷にお伺いします。 

 

③すぐに入金 

査定後に「査定メール」「査定ハガキ」をお送りします。OK であれば 

メールかお電話でご連絡ください。スグに銀行等にお振込いたします。 

 

■キャンペーン：      「東北 13 生協等の組合員様限定 お試しキャンペーン」 

                       今回の提携を記念して、お試しキャンペーンを実施します。 

                       期間中は、 

「書籍・CD コース」 

買取価格が通常の 10％アップとなり、さらに、 

通常 30 点からの買取申込みが 10 点からお申込み可能です。 

「ブランド・家電コース」 

買取価格が通常の 5％アップとなります。 

                       キャンペーン期間は、2010 年 11 月 22 日（月）から 2011 年 1 月 31 日（月） 

                       までとなります。 

 

 



日本最大級のオンライン中古書店「eBOOKOFF」について 

 

 ネ ッ ト オ フ が 運 営 す る 日 本 最 大 級 の オ ン ラ イ ン 中 古 書 店 「 eBOOKOFF （ イ ー ブ ッ ク オ フ ： URL 

http://www.ebookoff.co.jp/）」は、常時 100 万冊の品揃えを持つ古本買取・販売サイトです。会員数は約

160 万人（2010 年 7 月現在）で、月間約 100 万人の方にご利用いただいております。 

 また、愛知県大府市に、業界最大級の商品センター（2,200 坪の第 1 商品センターと 1,800 坪の第 2

商品センター）を構築し、在庫点数 40 万タイトル、100 万点、月間の買取・販売点数が 100 万点超とい

う膨大な量のリユース・リサイクルを実現しています。 

 オペレーションはトヨタ生産方式を導入することにより、効率的なオペレーションを構築しています。 

 

■「eBOOKOFF（イーブックオフ）」トップページ （URL http://www.ebookoff.co.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 1 商品センター 内観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「スマイル・エコ・プログラム」について 

 

■プログラム発足の経緯 

  現在、日本の多くのＮＰＯが活動資金に対する課題を抱えている背景には、欧米に比べ寄付文化が定

着していないことやＮＰＯの資金集めの手段が、「書き損じハガキ」や「使用済みテレカ」の収集などに限定さ

れ、まだ多様化していないことなどにあります。   

そこで当社は、2007 年 1 月より、宅配買取サービスを活用し、お客様が不要な本、ＣＤなどを売却して得

た代金の中から、無理のない範囲で気軽に金額を設定して、ＮＰＯへ寄付出来るサービスを開始することに

より、買取リサイクルと参加しやすい寄付プログラムの両立を実現いたしました。 

 

■「スマイル・エコ・プログラム」について 

 本プログラムでは「eBOOKOFF」利用者が本・CD・ブランド品・デジタル家電等の商品買い取りの 

「らくらく買取サービス」1 件につき 50 円を、ネットオフの負担で、エコ活動や社会貢献活動を行う NPO 団体

に寄付することができます。寄付先は、お客様に任意で選んでいただくことにより、社会貢献活動に関心を

持っていただきます。また、お客様も無理のない範囲で、買い取り代金の一部を任意で、寄付していただく

が可能です。 

 

 

 

 

＜プログラムへの参加方法＞ 

１．不要な本、ＣＤ、ブランド品、デジタル家電等を箱詰め 

２．送料無料の宅配便で送付 

３．買取代金お知らせ 

４．ＮＰＯ団体へ寄付 

①ネットオフの負担で買取１件につき、５０円を寄付 

 ②その５０円の寄付先は、お客様が選定 

③選定する中で、お客様に共感を持ってもらい、寄付に賛同してもらう 

 

 

 



＜寄付先ＮＰＯ団体＞  ※50 音順、敬称略 

 

■ 財団法人オイスカ ： 森林の保護コース 

（http://www.oisca.org/） 

■ JEAN/クリーンアップ全国事務局 ： 海辺のクリーンアップコース 

（http://www.jean.jp/） 

■ 特定非営利活動法人シャプラニール： 途上国の子どもの支援コース 

（http://www.shaplaneer.org/） 

■ 社団法人シャンティ国際ボランティア会：途上国の子どもの支援コース 

（http://www.sva.or.jp/） 

■ 財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）： 途上国の子どもの支援コース 

（http://www.joicfp.or.jp/） 

■ 社会福祉法人日本点字図書館 ： 身障者の支援コース 

（http://www.nittento.or.jp/） 

■ 社団法人日本ナショナルトラスト協会 ： 自然環境の保護コース 

（http://www.ntrust.or.jp/） 

 

 

 

【ネットオフ株式会社の概要】 

■代表者  代表取締役社長 黒田 武志 

■本店所在地  愛知県大府市共和町下色 1 番地の 1 

■設立年月日  2000 年 7 月 

■事業概要  本・CD・ブランド品・デジタル家電等のインターネットを通じた買取と販売 

■資本金  4 億円 

■サイト URL  http://www.ebookoff.co.jp/  （中古本買取・販売サイト） 

   http://www.netoff.co.jp/  （総合リユース買取・販売サイト） 

■会社 HP  http://www.ebookoff.co.jp/netoff/ 

 

【生活協同組合コープあおもりの概要】 

■代表者  理事長 土嶺 彰 

■本社所在地  青森県青森市柳川２丁目 4-22 

■組合 HP               http://www.coopaomori.com/ 

 

 

【青森県庁消費生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 井筒 智義 

■本社所在地  青森県青森市長島 1-1-1 

■組合 HP               http://www.aomoriken-coop.or.jp/ 



 

【青森県民生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 井筒 智義 

■本社所在地  青森県青森市浜館 3-7-7 

■組合 HP               http://www.aomoriken-coop.or.jp/ 

 

【生活協同組合コープあきたの概要】 

■代表者  理事長 大川 功 

■本社所在地  秋田県秋田市土崎港北 6 丁目 1-30 

■組合 HP               http://www.akita.coop/ 

 

【秋田県北生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 佐藤 敏彦 

■本社所在地  秋田県大館市釈迦内字山神社後 30－12 

■組合 HP               http://www.akita-kita.coop/ 

 

【いわて生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 飯塚 明彦 

■本社所在地  岩手県岩手郡滝沢村滝沢字土沢 220－３ 

■組合 HP               http://www.iwate.coop/ 

 

【岩手県学校生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 加藤 善正 

■本社所在地  岩手県岩手郡滝沢村滝沢字土沢 220－5 

■組合 HP               http://www.igcoop.or.jp/ 

 

【ＪＡいわて花巻（西和賀）の概要】 

■所在地  岩手県和賀郡西和賀町沢内字大野 12 地割 150 

■組合 HP               http://www.jahanamaki.or.jp/ 

 

【生活協同組合共立社の概要】 

■代表者  理事長 松本 政裕 

■本社所在地  山形県鶴岡市宝田 1 丁目 3-23 

■組合 HP               http://www.yamagata.coop/ 

 

【みやぎ生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 齋藤 昭子 

■本社所在地  宮城県仙台市泉区八乙女４－２－２ 

■組合 HP               http://www2.miyagi.coop/  



 

【生活協同組合コープふくしまの概要】 

■代表者  理事長 八島 博正 

■本社所在地  福島県福島市森合字清水７（コープマートいずみ ２Ｆ） 

■組合 HP               http://www.fukushima.coop/ 

 

【生活協同組合コープあいづの概要】 

■代表者  理事長 熊谷 純一 

■本社所在地  福島県喜多方市字二丁目 4669-2 

■組合 HP               http://www.coop-aizu.jp/ 

 

【福島県南生活協同組合の概要】 

■代表者  理事長 渡部 和男 

■本社所在地  福島県西白河郡西郷村大字米字中山前 84 

■組合 HP               http://fukushimakennan-seikyo.or.jp/ 

 

【ジャパンベストレスキューシステム株式会社の概要】 

■代表者  代表取締役社長 榊原 暢宏 

■本店所在地  愛知県名古屋市昭和区鶴舞ニ丁目 17 番 17 号 

■設立年月日  1997 年 2 月 

■事業概要             24 時間 365 日対応の総合生活トラブル解決サービス「生活救急車」を 

全国展開。 

■資本金  7 億 5,686 万円 

■会社 HP  http://www.jbr.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本件に関するお問合せ先> 

ネットオフ株式会社 事業アライアンスグループ 

 担当： 中村 俊夫  

ＴＥＬ： 0562-45-2922 ＦＡＸ： 0562-45-2923 


