
NOA-ブックサービス運用開始のご案内

共創力を強化し販売拡大

代表　大和　恒夫

 かねてより案内させていただいております、書店よりの注文データ（ｗｅｂ）受注

（NOA-ブックサービス）の運用（仮稼動）が開始となりました。　

出版社のご意見を取り入れた改良を加え、年末よりの本稼働を目指したいと

考えております。

業界の変化に伴い、書店配本が無くなり、近刊、新刊、補充、客注が重要な受注

方法になりつつあります。

現在の書店より出版社への注文方法は、電話、ＦＡＸが中心で、人手による作業

が必須となっており、書店での通信費、関連作業時間などの費用もかさみ、また

出版社での受注処理も多大の費用が必要になるため、データ化を諦め短冊挟

み込み出荷となってしまいがちです。

本システム導入により、書店、取次での在庫確認などへの応用利用など出版

業界の共創活用を推奨し販売拡大に貢献させていただきたいと考えております。

追加のご案内として、業界システムに大きな影響が考えられ、出版社でのシス

テム変更も予想される、「出版ＶＡＮが使えなくなる」　関連資料も同封させて

頂きましたので参考にしてみてください。

ネット取次（NOA-ブックサービス運用）

クラウド出版社システム（開発・販売）

株式会社ブックエスエス　

株式会社システムＹＡＭＡＴＯ

東京都新宿区神楽坂2-13末よしビル4Ｆ

東京都新宿区神楽坂2-13末よしビル4Ｆ

2019年8月吉日



ブックサービス･出版社システムに直接入力

書店よりの注文は、 NOA-WorksJ の短冊データへ取込指示により直接入力される。

注文確定 注文確認 書籍再検索 注文取消し

検索した書籍

ＮＯ. 注文数 在庫 ＩＳＢＮ 出版社 書名 本体 刷数/版

1

2

3

4

5

6

7

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○

Ｘ

○

○

Ｘ

○

○

貞観政要 《新装版》 978-4-89619-207-9 明徳出版社 2,700

日本の漢詩　鎌倉から昭和へ 4,860明徳出版社978-4-89619-850-8

補訂版 万葉集　本文篇塙書房978-4-8273-0081-9

日本古代の女帝と譲位 978-4-8273-1278-2 塙書房 7,560

2,268

中世和歌史の研究 978-4-8273-0127-4 15,120塙書房

日本古代女性史の研究978-4-8273-1292-8 9,180塙書房

明徳出版社 神秘の易経978-4-89619-862-1 1,944

次へ >>

NOA-WorksJ ＞

出版社Ｎ

NOA-WorksJ

塙書房、 明徳出版社

株式会社ブックエスエス（ネット取次）

TEL 03-5227-3728　 　FAX 03-3260-6200

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13末よしビル別館4F-B

明徳出版社

５５５５５

書店Ａ

 2,700貞観政要 《新装版》
 978-4-89619-207-9

書店よりの注文入力画面 （スマホ＋ＰＣ）

＞

＞

＞出版社使用の特徴 ① NOA-WorksJ導入、または、NOA-WorksJ
導入済物流倉庫へ加入するのみ。（参加無料）

クラウド出版社販売管理 (NOA-WorksJ）

TEL 03-5227-3727 東京都新宿区神楽坂 2-13 末よしビル 4F

書店使用の特徴

① （シンプル検索）

② （在庫表示）　　　

③ （確約出荷）　    

④ （スマホ対応）　　

書名、 ISBN、 著者、 出版社名で検索。

注文入力時のリアルタイム在庫を○△Ｘで表示。

24 時間、 365 日受注し実在庫より引当て出荷。

ＰＣに加えスマホでの入力に配慮した画面。

http://www.system-yamato.co.jp

⑤ （申請登録不用） 取次指定の書店コード、 メールアドレスのみで、 いつでも参加発注可能。

2

⑥ （参加無料） 裏面特別企画あり。

https://nbs.bookss.net/shop

NOA-



ブックサービス概要図

出版社 A

NOA-WorksJ
＞

NOA-WorksJ

インターネット

サーバー

クラウド出版社システム

NOA- ブックサービス
サーバー

（株） ブックエスエスが運用

（端末）

出版社Ｎ

NOA-WorksJ
（端末）

書店Ａ

ブラウザ起動

（注文入力）

書店Ｎ

ブラウザ起動

（注文入力）

＞

＞ ＞

取次＞
出版 VAN

( 取次出荷 )

＞

ネット取次

【NOA-WorksJ導入済物流倉庫一覧】

読者

物流倉庫

ネット取次▲

書店

出版社

出版社の

(株)ブックエスエス

NOA-WorksJ
サーバー

《参加条件》
NOA-WorksJ導入、
または、NOA-WorksJ

NOA-WorksJ

導入済物流倉庫へ加入

▲

直送

▲注文

▲

直送

▲注文

販売支援

▲

ネット取次
書店注文→確約出荷

読者注文→  直  送

特別企画 出版社と書店の取扱深耕のため！

本サービス （NOA- ブックサービス ) を使用しての注文に、 １冊１０円の
報奨金を （株） システムＹＡＭＡＴＯで負担させて頂きます。

【参加条件】　

出版社様に本サービス参加を呼びかけていただける書店様。

（詳細は、ＨＰで発表予定）

期間は、 本サービス開始より１年間とし、 実売率 80％を達成し、

書店、出版社、取次の共創を実現！

（書店発注）
（出版社）

注文取込指示

＊参加予定出版社約２００社

（株）矢留美装 048-998-1210

（有）共和製本 048-999-7557

（有）小宅商事 048-953-7262

（有）朋栄ロジスティック 048-921-4511

（株）東京集配センター 048-473-5120

（株）三　　  協 048-464-3037

（有）残　　  心 03-5664-3007

（有）湯本商事 048-479-8620

（株）富樫梱包 048-421-6138

　　　佐藤商店 03-3848-1166

（株）三貴流通 03-5879-2208

（有）あゆみ美装 042-944-9067

https://nbs.bookss.net/shop

ＮＯＡ-

（確認メール）



クラウド

VAN

①汎用機、オフコンなどを使用している。
インターネットとの連動はもともと難しい。災害時の停電復旧や
リプレースなど費用がかかる。

②パソコンは使用しているが、webとは連動していない。
web注文（モバイル、販売店直受注）と基幹業務（販売管理）を
人手による連携に頼らなくてはならず、社内、社外と区別した

③経費をおさえ販売管理システムを導入したい。
導入前の費用が不用で、端末数は最小より必要に応じて増設可能。

④インターネットを活用したビジネスを拡大したい。
ネット販売、自社サイトへの在庫、売上連動により、確実で
安全な販売を実現。

⑤５年、１０年と長く使えOSやハードウェアに依存しない
システム導入を考えたい。

windowsXP、Vista、　７、８/８.１、１０など変化が激しい。

⑥災害に強い。（3.11で証明）
端末にはデータが無いので安心。
サーバは２重、分散設置により安全を確保。

ネット販売

取次

NOA-WorksJクラウド出版社システム

社内、取次（VANのみ）、倉庫、営業、書店をインターネットで
オンラインJava(J2EE)により、高速性、拡張性、分散化を
実現し、将来コストを引き下げます。

運用を続けざるを得ない。

出版

メインメニュー

導入お勧めユーザーシステム図

ス
マ
ホ

（歩
）

（NOA-ブックサービス）

進化し成長する出版社向け販売システム

（NOA-BOOKSERVICE)

出版社

クラウド出版社販売管理 (NOA-WorksJ）

TEL 03-5227-3727 東京都新宿区神楽坂 2-13 末よしビル 4F
http://www.system-yamato.co.jp



■ニーズを集約

　社内で行われている基幹業務（販売管理）に、倉庫の入出庫業務、営業マンに代表されるモバイル受注、

　書店直受注（書店営業マンのパソコンより入力）機能をプラス。

■ｊａｖａ(J2EE)による開発で、ＯＳ、ハードは選ばない

　基幹業務（販売管理）、倉庫の入出庫業務は､専用ソフト起動として､より高速に安全な運用を実現し、ネット

　販売､書店受注ではブラウザ起動とすることで､パソコン､スマホ（NOA-ブックサービスと連動）などを端末と

　して利用できる｡

■インターネットで経費は無料

　社内ＬＡＮ、インターネット回線を利用した通信のため､通信費用はかかりません。

　（光回線などの固定費､携帯電話のパケット料を除く）

■標準化することで安価な導入を実現

　取次との取引内容は､各版元ごと条件などにちがいがありますが、取引をパターン化する方法で標準化し、

　ソフト開発費､導入時費用､サポート費用を無くしました。

NOA-Works Jシリーズ

Ｊ１：取次取引専用 

Ｊ２：取次・直販管理　

　Ｊ３：取次・直販物流倉庫オプション可

　Ｊ４：取次・直販物流倉庫オプション可・教科書販売

販 売 金 額

NOA-WorksＪ１ NOA-WorksＪ２ NOA-WorksＪ３ NOA-WorksＪ４

月 々 の 使 用 料 金

\29,800

\36,000

\58,000

\78,000

\100,800

\59,600

\72,000

\116,000

\156,000

\201,600

\89,400

\108,000

\174,000

\234,000

\302,400

一　端　末 　

二　端　末　　　

三　端　末　　

五　端　末　　

八～十端末

十端末以上

\98,000

\118,000

\198,000

\258,000

\350,000

書店直受注オプション (NOABOOK）

NOA-Webshop 連動オプション （HP 直販売）

出版 VAN オプション （受発注）

出版 VAN オプション （返品 ・直受注）

印税オプション （支払管理のみ）

web 定期購読オプション 【カード決済】 （カスタマイズ可）

印税オプション （売上連動）

貸出管理オプション

帳票オプション ( 原価読込機能付、 在庫表、 棚卸精算表他）

特販管理オプション

\50,000

\25,000

\30,000

\25,000

\19,800

\78,000

\50,000

\50,000

\30,000

\300 万

\120 万

\180 万

\120 万

\140 万

\480 万

\300 万

\300 万

\180 万

　端　末　数

物流倉庫の版元様用請求管理オプション \50,000 \300 万

\480 万\78,000

検品オプション（ピッキング・伝票・定価別・棚卸） \50,000 \300 万

オ プ シ ョ ン 料 金

社内端末､倉庫端末､モバイル端末

 NOA-Works Jシリーズの特長

別途お見積

月々の使用料金



　現在では、電話といえばＩＰ電話を意味するくらい普及が進んでいる。 ところが出版ＶＡＮでは、
メタル（アナログ）電話回線でなければ動作しないため、今でも使用されていて出版業界の
インフラとして不可欠のものとなっている。
　ＮＴＴの発表では、２０２４年１月よりメタル（アナログ）電話をメタル（アナログ）ＩＰ電話に移行
すると発表し、出版社へも今年３月ころより案内が届き始めている。
総務省の２０１７年発表の資料でも２０２４年よりメタル（アナログ）ＩＰ電話への移行スケジュールが
発表されている。
　このままでは、メタル（アナログ）電話回線を利用している出版ＶＡＮが使えなくなることになる。

そこで、移行への対策を考えてみると３つほどの方法が考えられる。

１．通信ソフトとモデムの変更及びプロトコルコンバータの追加を出版社と
      サーバ管理の富士通エフ・アイ・ピー（ＦＩＰ）双方で規格統一して導入する。
　  しかし双方に高額な費用負担が発生してしまう。
　  同時に発生する問題はＩＰパケット化処理が追加されるため、通信時間が
       今より遅くなってしまうと予想される。（方式別のテスト結果報告では２～３倍
      遅くなる例もある。）

２．ＷＥＢ－ＥＤＩを利用する。
　  富士通エフ・アイ・ピー（ＦＩＰ）での費用発生は無いし、通信も高速となる。
　  しかし、ブラウザを利用した手動が基本のため、自動化を解決する必要が
      ある。また、データの取扱い（発注、出荷、在庫、返品、直受注）対応にシステ
      ム変更が必要となり、費用、仕掛時間とも出版社に大きな負担になること
      が予想される。

３．インターネットＥＤＩに移行する。
　  世界標準として推奨されていて、普及が推奨されているが、取次、富士通
      エフ・アイ・ピー（ＦＩＰ）、出版社でのシステム対応が必要となり、費用、仕掛
      時間とも大きな負担になり出版業界での実現は難しいと思われる。

　  上記以外の方法（ＦＩＰのサーバにＳＦＴＰなどで直接アクセスするなど。）も考えられるが、
　  現状システムを最大利用する、１を選択したとしても相当の工夫が予想される。
　　
　  業界の将来がかかる重要なインフラの方式選定により、出版社のシステム変更が予想される
　  ため、早期決定が重要になることは言うまでもありません。

　  追記
　  インターネットＥＤＩに移行の場合を除き、メタル（アナログ）電話回線を使用していない、取次、　
　  出版社などには影響がない。　　　　　　　　   　　　　　

電話回線終了に伴い、出版ＶＡＮが使えなくなる
（アナログ）

株式会社 システムＹＡＭＡＴＯ

代　表　大和　恒夫

２０１９年５月７日

メタル


