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わたしたちは「本」にまつわるあらゆる企画・場所をつくります。

プロジェクトの企画からはじまり、

事業設計やクリエイティブディレクション、コンテンツ制作やイベント運営まで。

「本」をキーワードにして総合的に事業を立ち上げます。

その背景には、出版商社として70年以上にわたり本を取り扱ってきた『文化的インフラ』と

ブックホテル「箱根本箱」や入場料のある書店「文喫」を生み出した

既成概念に捉われない『文化的発想力』があります。

長年本を扱いながら、本のある場所や空間を再定義し、

その価値を問い続けてきたわたしたちだからこそできるのが「本」をもちいた課題解決です。

事業への想いを可視化したい。場のコミュニケーションを活性化したい。新たな事業を立ち上げたい。

大きな夢から些細な悩みまで、どんなことでもお気軽にご相談ください。

様々な課題を抱えるなかで、本に少しでも可能性を感じてくれたあなたと挑戦したい。

わたしたちはそう思っています。

BRAND PURPOSE
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最大手出版商社のネットワークと総合力が支える。

YOURS BOOK STOREは日本最大手の出版商社である、

日本出版販売株式会社（日販）の事業ブランドです。

日販は、全国約3,200社の出版社、約5,000店の書店、

32,000店のコンビニエンスストアを結び、

1949年の創業以来培ってきた業界屈指の流通システムで

書籍・雑誌、雑貨などの円滑な流通を担っています。

2017年、ブックディレクションブランドとして

YOURS BOOK STOREが発足。書店のリノベーション

プロジェクトや、企業のオフィスライブラリー運営

などを手掛けてまいりました。

2018年には、本のある暮らしを提案するブックホテル「箱根本箱」と、入場料のある書店「文喫 六本

木」をオープン。現在ではブックディレクションという枠を超えて、業界や業務領域にとらわれること

なく、様々な本をもちいた企画・場所をつくっています。

BACKBONE
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■会社名

日本出版販売株式会社（NIPPON SHUPPAN HANBAI INC.）

略称：日販（NIPPAN）

ホームページ：https://www.nippan.co.jp/

■創 業

1949年（昭和24年）9月10日

※2019年10月、持株会社体制への移行に伴い事業会社化

■資本金

1億円

■事業内容

1.書籍、雑誌、教科書及び教材品の取次販売

2.映像及び音声ソフトの製作、販売、ならびにこれに関する著作権の取得、賃貸

3.コンピュータ機器及びソフトウェアの販売、ならびに情報提供サービス業

■取引先数

出版社等：3,200社 書店等：5,000店舗 CVS等：32,000店舗

■主要取引先

講談社､小学館､集英社､KADOKAWA､新潮社､学研プラス､文藝春秋､光文社､宝島社､ポニーキャニオン､東宝､

紀伊國屋書店､有隣堂､丸善､文教堂､三省堂書店､宮脇書店､未来屋書店､ローソン､ファミリーマート､TSUTAYA

会社概要

日販本社

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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「本」にまつわるあらゆる企画・場所をつくる総合制作力。SKILL

プロジェクトの企画⇒実装⇒運用まで、「本」をキーワードに総合的に事業を立ち上げる制作力が強みです。

企画 実装 運用

プランニング

クリエイティブディレクション

エディット／ライティング

選書
イベント企画・運営

ブックディレクターの派遣

運営サポート/アドバイザリー
事業設計

プロデュース

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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各実績の詳細はYOURS BOOK STOREホームページにてご確認いただけます。

https://yoursbookstore.jp/

WORKS

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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箱根本箱

箱根本箱は「本に囲まれて、暮らすように滞在する」というコンセプトのブックホテルです。

「里山十帖」など人気ライフスタイルホテルを手がける自遊人の岩佐十良氏をクリエイティブ・ディレクターに迎え、日本出版販

売の保養所だった施設をフルリノベーションしました。 新刊と古書、洋書あわせて約1.2万冊があり、それらの本をすべて買うこ

とができる、日本初の「本」をテーマにしたホテルになっています。 グッドデザイン賞 2019 ベスト100受賞。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 / 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-491 オープン/ 2018年 8月

HP / http://hakonehonbako.com/

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

http://hakonehonbako.com/
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文喫六本木

文喫は「文化を喫する、入場料のある本屋」 です。人文科学や自然科学からデザイン・アートに至るまで約三万冊の書籍を販売し

ます。一人で本と向き合うための閲覧室や複数人で利用可能な研究室、小腹を満たすことができる喫茶室を併設しています。

受賞歴：2019年度 グッドデザイン賞 ベスト100＆グッドフォーカス賞［新ビジネスデザイン］、iFデザイン賞2020、

Design Intelligence Award 2020 TOP100。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 /東京都港区六本木 6-1-20 六本木電気ビル 1F オープン/ 2018年 12月

HP / https://bunkitsu.jp/

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

https://bunkitsu.jp/
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文喫福岡天神

「文化を喫する、入場料のある本屋」文喫は、福岡の老舗百貨店 岩田屋本店本館に2号店を出店しました。カルチャースクール

「学 IWATAYA(まなび いわたや)」と空間を共有した本屋と百貨店の融合による、他のどこにもない新しい『学び』をテーマにし

た新業態です。本との偶然の出会いから始まり、知って、深めて、体験するといった一続きの文脈から、自然発生的に仲間との輪

が広がり、新しい興味関心がまた拓けるという“学びのサイクル”を提供します。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 /福岡県福岡市中央区天神2-5-35岩田屋本店本館7階 オープン/ 2021年 3月

HP / https://bunkitsu-tenjin.jp

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

https://bunkitsu-tenjin.jp/
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イオンモール上尾「Park of Tables 」

「Park of Tables」は、2020年12月に開業したイオンモール上尾にある複合エリアの名称です。

株式会社未来屋書店、イオンペット株式会社、埼玉トヨペット株式会社がそれぞれの店舗スペースを共有しました。

書店・ペットショップ・カーディーラーが連動して企画や空間をシェアすることで、「出会う」楽しみとそれを「深める」喜びを

提供する、イオンモールにおける新たなスペースとなっています。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 / 埼玉県上尾市愛宕3丁目8番1号 イオンモール上尾1F オープン/ 2020年 12月

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション
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baseyard tokyo

「baseyard tokyo」は、株式会社パルの展開する複合型ショップです。シームレスな売り場配置に加え、ファッションだけでない

新しいモノ・コトを提案できるスペースを常設しています。その2階奥に位置するのが約1万冊のマンガを展示・販売するスペース

「backyard MANGA &SPACE」です。“マンガでつながる” をコンセプトに独自の分類、新しい出会いを提案する企画展、マンガ

を軸にしたイベントで、マンガとの新しい接触体験を味わうことができます。

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 /東京都渋谷区神宮前6-12-22 baseyard tokyo 2F オープン/ 2018年 10月

HP / https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/baseyard/

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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READING ROOM

株式会社ユニクロの本部である UNIQLO CITY TOKYO内に設けられた、社員専用オフィスライブラリーが「READING ROOM 」

です。「社員が一層クリエイティブになれる空間」をコンセプトに、ファッション・アート・カルチャー・ビジネスなど幅広い

ジャンルの約3000冊の世界の良書を揃えています。また、YOURS BOOK STOREのブックディレクターが常駐し、利用者の方々と

コミュニケーションをとりながら、日々ライブラリーのアップデートを行っています。

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 /東京都江東区有明1-6-7-6F UNIQLO CITY TOKYO オープン/ 2017年 2月

2017年3月撮影

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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森の生活

「森の生活」は2019年11月に、茨城県常総市にある「水海道あすなろの里」で開催された公民連携のキャンプイベントです。

アメリカ文学の古典的名著『森の生活』（H. D. ソロー著）をコンセプトに、本・音楽・食・人との繋がりを通じ、“自分の時間”を

みつける一泊二日の体験を提供しました。当日は天候にも恵まれ、90名以上の方々にお集まりいただきました。

また、日本初のトライアル・サウンディング手法をつかったイベントとして各種メディアで取り上げられました。

プロデュース

事業設計計

クリエイティブディレクション

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 / 茨城県常総市大塚戸町310 水海道あすなろの里

開催/ 2019年11月16日･17日

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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Wedding Park 2100

「Wedding Park 2100 」は、株式会社ウエディングパークが取り組むこれから結婚するおふたりのためのプロジェクトです。

YOURS BOOK STOREでは、2021年3月に行われたリアルイベント内の「ミライ」エリアのプロデュースを担当。又吉直樹さんに

よる書き下ろしショートストーリー、10名のクリエイターによるイラストとエッセイ、ドレスと空間のインスタレーションを用い

て2100年の結婚式を体験する空間を演出しました。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

所在 /東京都港区白金台4-9-19 ポップアップ型ショールーム「MuSuBu」

開催/ 2021年3月19日-21日 HP/ https://2100.weddingpark.net/

https://2100.weddingpark.net/
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Library Book Circus

「Library Book Circus」は地域の魅力を発信する図書館イベントです。サーカスが街から街を転々とするように、「Library Book 

Circus」も全国の図書館を巡るパッケージになっています。“図書館＝本を借りる場所”という従来のイメージをアップデートし、

新しい図書館の使い方・過ごし方を来場者の方々に想像して頂くことを目指しています。第1回目は栃木県下野市にある石橋図書

館にて実施されました。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション

第1回開催地 /栃木県下野市大松山1丁目7－3 石橋図書館
第1回開催日/ 2021年7月23日-24日
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今日、いまからのファーストブック

吉野川市立鴨島図書館は2020年4月1日にオープンした新設図書館です。親近感があり、いつも新鮮な気持ちで来館できる図書館を

目指したいという思いを実現するために、図書館のロゴや館内案内、貸出袋などの制作物のディレクションと1,000冊の特集コー

ナーの選書を行いました。特集コーナーのコンセプトは「今日、いまからのファーストブック。」とし、既存ジャンルに捉われな

い本との出会いを5つのテーマで演出しました。

業務領域

ブランディング

エディット／ライティング

プランニング

イベント企画・運営

選書

ブックディレクターの派遣

開業後の運営サポート／アドバイザリー

所在 /徳島県吉野川市鴨島町鴨島252-1 吉野川市立鴨島図書館
オープン/ 2020年4月

©2021 Nippan Co.,Ltd. 

プロデュース

事業設計

クリエイティブディレクション
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書店出身者をはじめ「本」や「出版業界」に精通したエキスパート。MEMBER

武田 建悟

プロデューサー／

プロジェクトマネージャー

担当：文喫 六本木 etc.

有地 和毅

ブックディレクター／

コミュニケーションデザイナー

担当：文喫 六本木 etc.

西條 陽香

プロジェクトマネージャー

担当：文喫 六本木 etc.

大塚 英里

ブックディレクター

担当：箱根本箱 etc.

染谷 拓郎

プランニングディレクター／

プロデューサー

担当：箱根本箱 etc.

深井 航

プランナー／

ブックディレクター

担当：箱根本箱 etc.

中澤 佑

ブックディレクター

担当：READING ROOM etc.

加々美 達也

ブックディレクター

担当：READING ROOM etc.

輿水 真

ブランドマネージャー

各メンバーの経歴・プロフィールは

YOURS BOOK STOREホームページにてご確認いただけます。

https://yoursbookstore.jp/member/

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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事業・プロジェクトに関するご相談、取材のお申し込みなど、お気軽にお問い合せください。

なお、お問い合せいただいた内容によっては、回答までにお時間を頂くことがございます。

※ お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護方針』に基づいて厳重に管理し、お客様の同意がない限りお問合せ・
ご相談への対応以外には使用いたしません。個人情報保護方針はこちらをご確認ください。

【お問い合わせ先】

日本出版販売株式会社

リノベーション推進部 YOURS BOOK STORE事業課

お問い合わせフォーム：https://yoursbookstore.jp/contact/

TEL：03-6316-2115（代表）

FAX：03-3233-4968

お問い合わせに関しまして

©2021 Nippan Co.,Ltd. 
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