
エコチャリ浜松静大前店

社会貢献という思いがあるためです”
（窪木事業部長）。

信用が最大の調達ノウハウ
　エコチャリは大学の放置自転車だけ
でなく、大手マンション･デベロッパ
ーなど様々な企業と提携することで、
中古ビジネスで最も重要だと言われる
買い取り（＝商品調達）を潤沢に得ら
れるノウハウと信用を持っている。こ
の背景にあるのが、同社のPOSを活用
した車体番号による単品管理だ。
　自転車には必ず車体番号がついてお
り、警察が管理している防犯登録もこ
の車体番号にヒモづいて所有者登録が
されている。エコチャリでは放置自転
車を回収する際、この車体番号をすべ
て登録してリスト化し、警察に持参し
て盗難届けと照会している。このデー
タを見れば、その自転車がどこからど
う入手したのかの履歴がすべて追える
ようになっている。また販売する自転
車については、このデータを同社開発
のPOSシステムに登録している。
　これはとても手間とコストの掛かる
作業だが、ここまで徹底しているから
こそコンプライアンスに敏感な大学か
ら信頼され、放置自転車の回収を任さ
れるようになった。エコチャリが最初に
放置自転車の回収を始めたのは2004年
頃だが、回収･販売した自転車が盗難車
だった等の問題は殆ど起きていない。
　FC加盟店の場合は調達コストを下
げるために各店での回収となるが、こ
のノウハウや実績を活用できるために
商品調達で困ることはまずない。また
本部に直接回収の依頼があった場合で

エコチャリで地域貢献
　中古自転車のレンタルと販売を主力
とするエコチャリは、偶然生まれた業
態だ。
　もともとは大学のキャンパスにある
放置バイクの回収が目的で、その条件
として大学から「自転車も一緒に回収
して欲しい」と言われたため、放置自
転車の回収を始めた。最初は捨てるつ
もりだったそうだが回収してみると状
態の良い自転車が多く、放置バイク回
収のお礼も込めてメンテナンスした自
転車を大学に提供したところ、大変に

喜ばれたという。それ以降、様々な大
学から依頼を受けて放置自転車の回収
実績を積み上げてきた。このような背
景から、放置自転車の回収や販売は地
域貢献・社会貢献の一環であるという
強い理念が生まれた。
　“放置自転車の回収はボランティア
活動だというのがエコチャリの原点で
す。そこから実店舗を持つことにより、
不要自転車の引き取り、レンタル、販
売が始まりました。回収した中古自転
車をしっかりと管理・メンテナンスを
して安全な状態で販売しているのも、

　(株)エコチャリは11月18日、FC8店目となる浜松静大前店（静岡県浜松市）

を開店した。中古自転車のレンタルと販売を主力とするエコチャリはこれまで、

複合カフェをFC展開する(株)ほっとステーションの一事業部として展開してき

たが、8月末にエコチャリ事業部を分社化して同社を設立した。

　同社の窪木安明事業部長と、浜松静大前店を経営するFC加盟店の(株)ダイホ

ー電気・代表取締役・藤下高正社長、藤下温寛副社長に現況を聞いた。（田中）

商品調達と再生ノウハウを支える「地域貢献」の経営理念

快適な自転車生活を送るための店
エコチャリ浜松静大前店
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エコチャリ浜松静大前店

藤下社長（写真中央）、藤下副社長（写真左）、中村店長（写真右） 　店内では所狭しと中古自転車を陳列している。

も、近くに加盟店の店があれば紹介も
している。静岡大学浜松キャンパスの
例がまさにそうで、本部の依頼のもと
に加盟店である(株)ダイホー電気が回
収に行き、それがきっかけで浜松静大
前店の出店に繋がった。
　“「放置自転車の回収はもちろんあり
がたいが、出来れば実店舗を出店して
もらえないだろうか」という要望は多
く頂いています。放置自転車の回収は、
ある程度の数がまとまるまで待っても
らわなければなりません。これに対し
て実店舗があれば、放置される筈だっ
た自転車を利用者自身が売りに来てく
れるのです。直接買い取ることが出来
れば所有権の譲渡も明確なので、防犯
登録の確認などの余計な手間を省くこ
とが出来ます。またパンク等のメンテ
ナンスにも対応することが出来ます。
大学にとっても店にとっても、そして
もちろん利用者にとってもメリットが
あるのです”（窪木事業部長）。
　もちろん大学のない地域でも放置自
転車は存在するので、少なくても主要
都市に１店舗は出店できると考えてい
る。

再生加減が商品化ノウハウ
　現在エコチャリにFC加盟している
企業はみな異業種からの参入で、自転
車整備の経験があるスタッフは一人も

居ない。そのため10日間の研修プログ
ラムに加え、開店後もスーパーバイザ
ーが店を循環して、それぞれの能力に
応じた指導をしている。
　自転車整備の知識はもちろん重要だ
が、それ以上に重要なのが「どの程度
まで整備をするか」の判断だ。自転車
の部品は汎用性があるので、部品交換
したり磨いたりすればどんな自転車で
もある程度は綺麗に再生できる。しか
し、回収した自転車を片っ端からすべ
て商品化したのでは、コストに合わな
い。まずその自転車が「幾らで売れる
のか」を設定したうえで、「交換する
部品の原価を幾らに抑えるのか」「ど
の程度まで手間（人件費）を掛けられ
るのか」を判断しなければならない。
安全性を考えたうえで、「この部品は
交換する必要があるけれども、この部
品は交換しなくても問題ない」といっ
た判断をしながら整備する必要があ
る。これが重要なノウハウで、これを
考えずに整備をしていると儲からない
店になってしまう。したがって、過去
に自転車整備の経験があるからといっ
てすぐに始められるビジネスではない。
　“新品と中古では、同じ商材を扱っ
ていても根本的に違うビジネスモデル
です。したがって、簡単に真似できる
ようでいて真似のできない業態と言え
ます。エコチャリに似たような店はあ

っても、同じように徹底している競合
店がないのはこのためだと思います”
（窪木事業部長）。

情報発信の場に
　街の自転車屋が衰退して店数を減ら
す中で、「修理をするなら買ってしま
った方が早い」という風潮も一部には
ある。近くに修理をしてくれる店が少
なくなったうえに、残っている店も修
理の価格が高くなっているからだ。し
かしこの考え方が、結果として放置自
転車を生んでしまうという。そこでエ
コチャリでは、店舗での修理や買い取
りにも力を入れている。
　例えばパンク修理でも1,000円を切
る安価な価格設定をするなど、商品を
売るだけでなく末永く利用してもらえ
る店を目指してアフターサービスを重
視している。
　“「快適な自転車生活を送るための
店」がエコチャリです。壊れたら修理
もするし、必要なくなったら買い取り
もする。短期間だけ乗りたい場合には
レンタルを薦めます。エコチャリでは
このように、自転車生活で必要なすべ
てのサービスを提供できる店を目指し
ています。今後は自転車のマナーや自
転車の楽しみ方などの情報を発信する
場として、地域に根ざした店作りをし
たいと考えています”（窪木事業部長）。
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　壁面にも自転車を陳列。写真は子供車＆Jr.MTBとシティサイク
ル売場。

　折りたたみ自転車とスポーツバイク売場。取材時には折りたた
み自転車を見る顧客が多かった。

連れて来店する顧客も多く、子供には
新品を買って自分は中古で我慢する、
といった買い分けをしているという。
　“ホームセンターなど他業態とのコ
ラボレーションも今後可能性はありま
すが、エコチャリの理念などを理解し
て頂くためにもまずは放置自転車の回
収をさせて頂くところから取り引きを
始めるのが良いかも知れません。いず
れにしてもホームセンターとは競合せ
ずに共存できるサービスなので、お互
いにメリットを共有できると思いま
す”（窪木事業部長）。

自転車を扱う覚悟を
　中古自転車の需要はとても高い。特
に総合リサイクルストアなどでは良く
売れるそうだが、自転車の整備に詳し
い従業員はほぼ皆無で、「見た目が綺
麗だから」と点検もせずに販売してい
るのが殆どだという。
　“自転車は実は危険な乗り物です。
かなりのスピードが出るので、もし何
かの整備不良があったときには命も失
いかねません。当社ではまず研修で、
自転車を販売するのにはそれなりの覚
悟が必要だということをしっかりと指
導しています”（窪木事業部長）。
　エコチャリでは販売前のメンテナン
スはもちろんだが、販売時にも顧客に
安全面のチェックをしてもらってい
る。「リサイクル店で自転車がよく売
れるから」という安易な考えで始める
と、取り返しのつかない事故が起きて
しまう可能性がある。

来春以降に出店を加速
　エコチャリのFC8店のうち、2つの
企業が複数店を出店している。これは
エコチャリが有望な業態だと評価され
たからだが、加えて店数を増やした方
がメリットが大きいことを物語っても
いる。しかし同社では出店を急がず、
確実に浸透させながらスローペースで

の展開を続けてきた。しかし業態も完
成しつつあるので、来年からは月に2店
くらいのペースで出店を増やすという。
　まずは12月、千葉大学の正門前に西
千葉店を出店予定で、その後も来春に
かけて約5店舗の出店が決まっている。
たまたま大学前での出店が続くが、こ
れは加盟店が持ち込んだ物件で出店し
ているためで、大学近くでの出店を薦
めている訳ではない。
　レンタルでは確かに学生が多いが、
客層はむしろ主婦の方が多いという。
平日に一人で来店した後に週末家族を

―エコチャリにFC加盟した経緯

は？

藤下社長：もともと当社は、東三河を
中心に家電のマツヤデンキを2店、総
合リサイクルストア3店、パソコン教
室3店を経営していました。総合リサ
イクルストアでは自転車も扱っていた
のですが、買い取った自転車を綺麗に
拭いて販売しているだけでした。しか
し同時に、この販売方法で良いのか？
という疑問も抱いていました。
　総合リサイクルストアにとって中古

自転車はとてもニーズが高い商品で、
入荷すれば右から左へとすぐに売れて
しまいます。しかし一方でお客様の安
全に関わる商品でもあるので、きちん
とメンテナンスをした状態で販売する
べきなのではないか？　と思っていた
のです。そんな時にたまたまエコチャ
リのことを知り、連絡を取りました。
　FC本部の方と最初に面談したのが
昨年の11月で、その3 ヶ月後の2月末
に1号店を開店。さらにその約9 ヶ月
後に2号店を開店しました。エコチャ

理念に共感
既存リサイクル店とも相乗効果
(株)ダイホー電気　代表取締役・藤下高正社長
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エコチャリ浜松静大前店

　ファミリーサイクル売場。

　自転車用品＆部品売場。

　屋外のアウトレット（新古車）売場。

　店内に修理のためのスペースを設けて
いる。

リの修理技術のノウハウだけでなく、
放置自転車に対する考え方や基本的な
経営理念にとても共感できたこともあ
り、トントン拍子に2号店開店まで話
しが進みました。
　1号店はたまたま空いていた自社物
件に出店したので投資は軽かったので
すが、実際に営業してみて「これはい
ける」と思いました。これはエコチャ
リ単店での有望性に加えて、既存店の
総合リサイクルストアにも良い影響が
出ていたからです。

―2号店は静岡大学の目の前です

ね？

藤下社長：今年の6月に本部からの紹
介で、静岡大学浜松キャンパスに放置
自転車の回収に伺いました。その際に
大学側から大変喜ばれ、「大学の近く
に出店してもらえたら有難い」と言っ
て頂きました。するとたまたま大学の
すぐ目の前に空き物件が見つかったの
です。愛知県外での出店は当社にとっ
ても初めての試みでしたが、立地の良
さもあって出店を決めました。
　大学の近くに実店舗を構えること
で、定期的に放置自転車を回収するの
ではなく放置自転車そのものを無くす
ことに繋がると考えています。

―中古自転車の回収先は大学が主な

のですか？

藤下社長：大学は、幾つかある回収先
のひとつです。その他には例えば、不
動産管理会社などと契約をしてマンシ
ョン等での放置自転車も回収していま
す。当社では本部からのアドバイスに
より様々なルートから自転車を回収し
ていますので、1店舗だけでは捌き切
れないくらい自転車が集まります。1
号店を旗艦店と位置づけて、その倉庫
で回収･修理をしているので、2店、3
店と店数を増やすことによりメリット
も大きくなると考えています。既存店
である総合リサイクルストアとの相乗

効果も得られます。
　放置自転車は基本的に料金を頂いて
回収しています。回収する自転車1台1
台に警告札を添付したり、映像で記録
に残したり盗難照会をかけるなど、コ
ンプライアンスに気をつけて手間隙か
けて回収しています。この手間暇が信
用に繋がります。静岡大学からも、静
岡市にある本校でも是非回収をして欲
しいと言われました。さすがに距離が
離れているので現在時点では難しいの
ですが、今後静岡市への出店も含めて
検討したいと思っています。

―競合する業態はありますか？

藤下社長：自転車専門店チェーンは競
合と言えるかも知れません。しかしそ
れもまったく同じ業態という訳ではな
いので、エコチャリの特徴である中古
やレンタルを上手にアピールすれば、
違いを打ち出せると考えています。
　例えば今さっき来店された学生さん
は、4年生なので卒業までに数ヶ月し
か無いこの時期に新品の自転車を購入
するのを躊躇していました。このような
顧客には、月々780円で修理もメンテナ
ンスも付いているレンタル自転車が最
適のサービスだと思います。自転車は
盗まれることも多いので、レンタル自転
車はひとつの武器だと考えています。

―総合リサイクルストアとは具体的

にどんな相乗効果が？

藤下副社長：以前は整備はおろかパン
ク修理さえろくにできなかったので、
パンクしている自転車はお金を出して
買い取り出来ませんでした。しかし現

在は、自社で点検整備が出来るので自
転車の見極めも出来るようになり、安
心して買い取ることが出来ます。また
販売面でも同様で、現状渡しで販売し
ていた頃は不安もありましたが、現在
ではブレーキの交換や鍵の取替えなど

3年以内に5店舗に
定年後の雇用確保にも期待
(株)ダイホー電気　藤下温寛副社長
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　パンク修理840円、チューブ
交換（前輪）1,050円など、修
理の料金表を明示している。

　空気入れを無料で貸し出して
いる。

　レンタルの料金表やエコチャリのメリットを分
かりやすく表示。

　レンタルの場合、パンク等の修理代は無料。ま
た盗難の際にも金銭的な負担は一切不要。

　自転車の特徴や性能を分かりやすく表示。新品
も若干扱う。

顧客を創造し、市場を創造しよう
ローカルチェーンとしての強みを生かそう
震災後の需要の変化に対応しよう
我が社の使命と役割を見出してそれに徹しよう
常識を否定し、物真似から脱却しよう
人間中心主義の経営に転換しよう
問題解決型の業態に転換しよう
他業態から積極的に学ぼう

本誌は創刊33年。ホームセンターを初めとする小売企業のトップ、商品部、各店舗に幅広くご購読いただいております。

〒104-0041  東京都中央区新富1-8-11　TEL 03-6228-3135　FAX 03-6228-3134　URL http://www.hci.co.jp

03-6228-3134

03-6228-3135

極めることがとても大事です。1台丸々
分解してベアリング一つまですべての
パーツを取る自転車もあれば、そうでな
い自転車もあります。これらのノウハウ
は本部からの指導のもとに、営業して
いくうちに覚えていきました。

―今後の課題は？

藤下副社長：幸いにして「この業態で
間違いはない」という確信を得られて
いますし、リサイクルで重要な買い取
りや回収の部分では本部にノウハウが
あるのでまったく心配はしていません。
　資金面の不安もあまりありません。
投資が軽くローリスク・ローリターン
で安定して長く続けられるビジネスな
ので、銀行の心象も良く融資もスムー
ズでした。
　したがって今後は、いかに人材育成
をするのかが課題だと思っています。
当社にはまだ自転車整備士の有資格者
がいないので、技術面をもっと向上さ
せなければならないと思っています。
　また将来的には、当社社員の定年退
職後の雇用確保としても期待していま
す。今後年金の支給が70歳まで引き上
げられた場合、どうやって従業員を守
るのかは重要な問題です。例えば歩合
制で自転車整備を自宅でやってもらう
など、ゆくゆくは高齢でも可能な雇用
形態を模索したいと考えています。

―今後の出店予定は？

藤下副社長：3年以内に5店を出店する
予定です。
　標準的な店の投資回収は3年を目処
にしています。ただ2号店はローコス
トで出店できたので、この店に関して
は2年で回収できるのではないかと思
っています。

(株)エコチャリ

Tel：03-5759-1357

Fax：03-5759-0969

http://www.ecochari-fc.com

の整備をしているので自信を持って販
売できるようになりました。
　社内移動ではありますが、エコチャ
リ店舗で整備して総合リサイクルスト
アで販売することも度々あります。

―商品知識はすぐに身につくもので

すか？

藤下副社長：エコチャリでは回収や販
売だけでなく、中古自転車の解体や整
備を毎日やるので、基本的な知識はす
ぐに身につきます。1号店の開店当初

は不安もありましたが、開店し
て2ヶ月もすると特殊な自転車以
外は概ね対応できるようになり
ました。
　新品しか扱わない店では簡単
な整備だけで済むと思いますが、

エコチャリでは常に廃車寸前の自転車
を分解したりパーツ取りをしていま
す。自転車に触れる時間が極めて長い
ので、どんどん詳しくなっていきます。
使えない2台の自転車を1台の使える自
転車にしたり、品薄の部品だけを取り
出したりと、捨てる筈だった自転車を
蘇えらせることが出来るのも特徴だと
思います。
　ただ、時間を掛けようと思えばいくら
でも時間が掛かってしまうので、どの部
品が必要でどの部品が不要なのかを見
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