ブックオフコーポレーション株式会社
導入事例

社内開発をASTERIA WARPで標準化
開発工数を約60％削減し、社内開発がスピードアップ！
開発手法統一により開発案件の引き継ぎやメンテナンス性の向上を実現

Users Report

ブックオフコーポレーションは、古書の買い取り、販売で有名なBOOKOFFを全国に展
開している。古書、音楽ソフトのリユースから始まり、現在は総合リユースブランドにまで
成長した同社の新規ビジネス展開スピードは速い。新事業に必要なITシステムをすべて
アウトソース開発するのではなく、中小規模のものは社内開発することで、ビジネス展開
スピードを支えてきた。システムが増え管理の属人化が課題とされたが、それを解決すべく
ASTERIA WARPを開発ツールとして導入。開発スキルの共有と工数削減、
ドキュメン
ト整備のスピード化を実現した。
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ブックオフコーポレーション株式会社
1990年の第1号店オープン以来、積極的に新店舗
や新業態を展開、古書を中心にリユース業の新しい
姿を示し続けてきた。
「捨てない人のブックオフ」を
キャッチコピーに、循環型社会のインフラを目指す。
海外4カ国にも進出し、2010年4月現在で1,000店
舗以上を展開している。
本社所在地●神奈川県相模原市南区古淵2-14-20
URL●http：//www.bookoﬀ.co.jp/
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法の施行に伴いシステムのドキュメント整備が

が増えていた。システムの規模に関わらず全ての

システムに関してドキュメントが求められ、特に

小規模なシステムでは開発負荷とドキュメント
作成負荷のバランスに問題が生じていた。こうし

た課題について石毛氏は
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週末に緊急対応を求められることもある。
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見た上でASTERIA WARP が選ばれたのは、

Excel 連 携 機 能が 決め手だった。
「ASTERIA

WARPのExcel 連携機能は、競合製品に比べ

てはるかに充実していました。連携可能なプロ

トコルが多いことやGUIの開発環境が視覚的
でわかりやすいことも決め手になった」
と、石毛
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Excel 連携機能なら単なるデータの書き出しだ

けではなく、セルのプロパティを含めた細かい

指 定も可 能だ。現 場で頻 繁に使 われている

Excelファイルの状態でエラー箇所をハイライ

トするなどの処理が可能なので、エラー処理な
どの運用を円滑化できる。そして視覚的にわか

りやすいアイコンを使った開発手法は、従来の
開発ツールに比べてスキル習得に必要な期間

を短縮できると期待された。さらに、導入を支
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Accessと同じような感覚でデータベース連携
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共同開発、メンテナンスの引き継ぎが容易に！
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「会計システムと勤怠システムと
の連携のためにプログラミング言語を用いて開
発した場 合の見 積もりが、ASTERIA WARP

ASTERIA WARP 導入前

VB

行なわれているが、既存システムとの連携部分

発

開発後の仕様書
作成時間も、
ほぼゼロに!
引き継ぎ

C＋＋

の導入コストとほぼ同額でした。そのコストを

削減できただけでも、ASTERIA WARPは既に

投資以上の効果を挙げている」
と、工数と並ん

でコストも削減できていることを石毛氏は教え

てくれた。

ASTERIA WARP 導入の効果が明確になっ

たことを受けて、その導入効果を社内に向けて

プレゼンテーションする機会も設けられること
になった。
「ASTERIA WARPの導入成功をア

ピールしたい気持ちと、ツールの存在が知れる
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プログラムの設計図が
自分の頭の中にしかない

ことで開発依頼が増えるのではないかという不
開発途中での引き継ぎ、他者によるメンテナンスが可能に!

安が混ざって、今は複雑な気持ちです
（笑）」
と
石毛氏は語った。
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