
ゲスト講演：株式会社船井総合研究所

＜小売業で安定的収益の獲得方法＞
船井流数理マーケティングによる 自転車の

株式会社船井総合研究所

上席コンサルタント 梶野 順弘 氏

エコチャリ亀有店
店長 浅田 豊 氏

実際にエコチャリで成功した事例
エコチャリ亀有店

店長・店舗紹介

当日の講座内容

エコチャリビジネスはこんな方にオススメ

①長期的に安定収益が欲しい方

②１人でも無理なく経営をしたい方

③手に職をつけるスキルを身に付けたい方

④地域に直接的に貢献をしたい方

⑤ブランド力のある事業で働きたい方

□自転車のFCは今求められています

□15～30坪規模の店舗なので、1人でも無理なくできます

□エコチャリ本部が丁寧に指導をします

□リサイクル・アウトレットをテーマに事業展開をします

□多数のメディアから取材を受け、知名度が向上しています

⇒詳しい説明は次のページから

入社以来、一貫して流通業・卸・小売り業を担当し、
ショッピングセンターなど約1000社を支援。数理マー

ケティングをベースにした経営支援はわかりやすいと
評判。超・現場主義業績UP手法には定評がある。

2010年12月に脱サラし、2011年2
月にエコチャリのFCに加盟。
亀有店をオープン後、月商100万
円から180万円までに業績を向上

させることに成功。現在、数ある
エコチャリの加盟店の中でも、
最も業績を上げている店舗である。

第１講座

第２講座

事例紹介

第３講座 エコチャリFCで開業までの

流れと仕組みのご紹介

エコチャリ事業の紹介

船井流自転車1番化ストーリーに
基づいた地域1番店の作り方

地域１番店の作り方
小売業における絶対的な数理マーケティングを基にした単品１番化ストーリーで、
地域１番店のシェア獲得の方法を一挙にご紹介します。

株式会社エコチャリ主催 11月23日13:00～
緊急開催！

少ない資本金でもスタートできる

店舗数１８店の安定的収益を得られるエコチャリのFCビジネスモデルを大公開！
複数の開業パターンに基づいた数値シミュレーションをすべて公開！
小売業で成功する秘訣とは！？実践的マーケティング手法も紹介！

小売業に強い

エコチャリ亀有店の成功事例

15

13:00～13:15

13:15～14:15

14:30～14:50

15:00～16:30

お早めにお申し込み下さい！



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

ごあいさつ

平素、弊社をお引き立ていただき誠にありがとうございます。

近年 自転車ブームとして、特に下記の３点が注目されています。

①健康志向：ダイエット、ストレスの軽減、高齢者の健康維持
②経済：ガソリン価格の高騰、不景気による車離れ。維持費がかからずお財布にやさしい。
③環境：温暖化防止、二酸化炭素及び大気汚染物質を排出しないエコな乗り物

更に、東日本震災以降、確実な交通手段して、自転車の利便性があらためて評価されて
おり、ツーキニスト、チャリ通と、自転車通学、通勤者が増加しております。

但し、その一方では、放置自転車の増加が、社会問題として大きくクローズアップされており
ます。

エコチャリは「サイクル・ライフ～自転車のある生活～」をモットーに、多くの人の快適な自転
車生活を、豊かにしていきます。

例えばそのひとつが、放置自転車、不要自転車の回収・引き取り。

エコチャリビジネスは、2004年よりおこなってきた放置自転車回収のボランティア活動がそ
の原点となっております。
回収した自転車をメンテナンスして、リサイクル自転車として販売することで、地域密着型
の社会貢献ビジネスを担っています。

現在、同じ志をお持ちの、全国18店舗の企業、個人様にエコチャリビジネスをご提供して
おります。

2013年には30店舗オープンを計画しており更なるエコチャリの和が広がることを期待します。

今回は、自転車店を開業したい、夢を叶えたい、社会に貢献したい個人の皆様へ
私達「エコチャリ」が開業に向けての道を、ご案内させて頂きます。

安定性と独自性、社会貢献性にご興味のある方は是非、ご参加下さい。

株式会社 エコチャリ
窪木 安明

2株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

１．ビジネスモデル誕生の歴史

①エコチャリビジネスの誕生

1990年代以降、毎年2月～3月になると大学のキャンパスに使用済の
自転車が放置されるようになりました。

理由は、卒業生が引越しとともに家財道具を処分し、その際不要に
なった自転車を大学キャンパスに放置するようになったからです。

そこで、2000年以降、大量に放置された自転車の処分に困った大学から、
放置された自転車や不要の自転車を回収し、リサイクルさせるビジネス
モデルが成立し始めました。

そしてそれは、 『放置自転車の再利用』 と『無料貸出リサイクル』として新
聞に取り上げられ、地域密着型の社会貢献ビジネスとして新聞にも数多く
取り上げられました。

その中で、弊社ことエコチャリビジネスは2004年よりおこなってきた放置
自転車回収のボランティア活動がその原点となっています。

3株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

１．ビジネスモデル誕生の歴史

②エコチャリの進化
しかし、毎回放置自転車を回収しに行くには、費用と手間がか
かります。そこでエコチャリでは、各店舗が古物商の認可を得て、
店舗で買取を行うことにしました。
お客様が各店舗に不要になった自転車を持ってきていただけ
るため、放置自転車の削減に貢献できました。
さらに、買い取った自転車を修理して販売することにより、余計
な不用品を出さずに、リサイクルを行うことができました。

③エコチャリのビジネスソリューション
買い取った自転車をリサイクル車として販売していたのですが、
１つ問題が出ました。それは、安定的な供給を行うことがとても
難しいということです。
そこでエコチャリでは、アウトレット車を大量に仕入れることで、
仕入れコストを抑えた販売をすることを可能としました。
このようにエコチャリは、幾度の困難な状況にも決してあきらめ
ず、「道」を切り開いてリサイクルビジネスを拡大していきました。

放置自転車
回収

不要自転車
買取

新車
アウトレット

売上

期間
4株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

２．スバリ！ビジネスコンセプト

《単品一番化ストーリー》

小売業はもともと、商品を仕入れて販売する物販業です。
それに対してサービス業は、人を増やしたり、人を採用して
生産性を上げていきます。

そして、エコチャリは、『商品販売＋パンク修理や取り付けサービス』
などが一体となったビジネスモデルです。

したがって、両方のビジネスを一緒に立ち上げていくので、
『品揃え＋暖かみある接客』が求められます。

では、毎月の売上はどのように組み立てていけばよいでしょうか？

エコチャリ本部では直営店や加盟店に対して、明確な方向性を
示しています。
それは、「品揃えを良くすれば売上が上がる」という考え方です。

これを「単品一番化ストーリー」と呼んでいます。

つまり、開業オーナーの資金や加盟店の力に合わせて、
品揃えを徐々に強化してやがて一番化していく手法です。

この手法だと、オーナーの資金に合わせて商品在庫の投資をするので
無理がありません。一方、パンク修理の技術を磨いて、地域のお客様に
ご来店して頂き、最盛期の３月～４月に新車販売台数を増やそうという
ことです。
したがって、これから4ヶ月間（12月～3月）が1年間で最もオープンの
タイミングの良い時期となります。

では具体的にオープン後どうやって売上高を上げていくのでしょうか？

5株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

弊社では、流通業のコンサルタルティング大手、Ｆコンサルタントと
コラボし「単品一番化ストーリー」の戦略を組んでいます。

これは「売上を読む！」ということを前提にした考えをいいます。

１．例えば、毎月50～70万円の売り上げの時は『力相応の品揃え』を
いたします。
その場合は、遠距離のお客様は望めないので、日々のパンク修理の
客数を増やしてまいります。

２．そして毎月１００万円を超える店舗になると品揃えの強化と販促チラシを
打つことにより若いお客様がチラホラ増えてまいります。しかし、まだ客数が
物足りない状況です。

３．月商150～200万円を越えてきたあたりから、自転車の単品突破への
目覚めが起こり始め、競合店を調べて価格帯を広げたり品揃えの強化を
図ります。また、女性客への訴求のために、 自転車の単品チラシを
いれて徐々に商圏拡大していきます。
この頃になると、パンク修理の1日平均数５～６件くらいに認知されてきます。

４．そして月商300万円を超えたあたりから一流ブランドの取引先を増やし、
地域一番店の品揃えを目指してまいります。そして、商品管理を強化して
いきます。パンク修理は1日平均数10～15件くらいへと安定してまいります。

期間

売上

販売計画

実際の売上

＜単品一番化売上イメージ＞

6株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

モデル店舗紹介

亀有店

売り場の広さ 約20坪

在庫数 約100台

従業員 1名＝オーナー

売上高 150万円／月

利益
（オーナー収入）

47万円／月

概算投資 500～800万円

モデルケース

リサイクル
自転車

新品
自転車

アウトレット

自転車

自転車関連
商品

修理

取り扱い商材

大鳥居店

売り場の広さ 約30坪

在庫数 約150台

従業員 2～4名

売上高 300～500万円／月

利益 100～150万円の利益

概算投資 1,200～1,500万円

モデルケース

リサイクル
自転車

新品
自転車

アウトレット

自転車
レンタル
自転車

自転車関連
商品

修理

取り扱い商材
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自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

FC都市型 FC都市型 FC郊外型
小型店舗 標準店舗 大型倉庫タイプ

店舗規模 15～20坪 30～60坪 100～300坪
エリア すきま型、複合型 地域密着繁盛店型 地域一番店型

　新品も取扱 　・新品 大量販売
　・ｱｳﾄﾚｯﾄ 　・ｱｳﾄﾚｯﾄ 品揃え重視
　・中古品 　・中古品
　・修理 　・修理、ｻｰﾋﾞｽ
　・ﾚﾝﾀﾙ 　・ﾚﾝﾀﾙ

自転車台数 50～70台 120台～200台 300～500台
内外装重視 スケールの大きさ

きれい、明るい 駐車場10～20台必須
個人向け(脱サラ) 個人

法人複合型（inショッ 法人
人、従業員 オーナー自身と他1名 店長含む2～4名 店長含む3～6名
売上高 150～250万円 300～500万円 800～1,500万円
利益 50～100万円（手取り） 100～150万円の利益 200万円以上の利益

概算投資 800～1,000万円 1,200～1,500万円 約2,000万円以上

法人向き

タイプ

商品構成

内外装、外観 廉価タイプ

経営者

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
加
盟

本部フォローの下、エコチャリを主力事業化

● 店舗物件探しやアドバイス、立地調査、出店交渉

● 事業計画書の書き方など融資を受ける際のアドバイス

● 本部・直営店での研修

● オープン前後の本部スタッフの立会い指導

● 新車・アウトレット自転車等の商品の商材支援

● ＳＶ巡回による経営・運営相談

● 多店舗展開の計画・ご提案

8株式会社 エコチャリ

フランチャイズ開業パッケージ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

○店舗のフランチャイズ展開済みのノウハウを活かした、
低価格な開業支援パッケージが新登場！

内訳

初期投資費用
開業プロデュース料/100万円
研修費/50万円
店舗設計費/10万円
開設費/40万円
オープン立会/10万円
POSシステム費/90万円
統一ホームページ制作費/10万円

ロイヤルティ
ライセンス料：3万円+(1坪×1000円)/月 ※メーカー取引料含
POSサポート1万5000円+サーバー使用料1万5000円/月

開業費計 ３１０万円～

開
業
支
援

エコチャリの看板の下、店舗を開業（商材＆事業支援）

● 店舗物件探しやアドバイス、立地調査、出店交渉

● 事業計画書の書き方など融資を受ける際のアドバイス

● 本部・直営店での研修

● オープン前後の本部スタッフの立会い指導

● 開業後は、新車・アウトレット自転車等の商品の商材支援

※店舗条件により開業費がかわります。

開業支援パッケージ

新パッケージ登場！

9株式会社 エコチャリ

※その他別途費用、商品物販、設備備品、販促費、店舗物件初期費用、内外装費 等



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

■手に職がつく事業を求めて

手に職がつく事業で独立開業しようと思い、いくつかのフランチャイズに資料請求をし、
検討した結果、エコチャリは、以下の点で優れていると思い開業を決めました。

１：エコロジーであること
２：リサイクル自転車で社会貢献できること
３：レンタルの仕組みが魅力的

■手に職がつく事業を求めて

手に職がつく事業で独立開業しようと思い、いくつかのフランチャイズに資料請求をし、
検討した結果、エコチャリは、以下の点で優れていると思い開業を決めました。

１：エコロジーであること
２：リサイクル自転車で社会貢献できること
３：レンタルの仕組みが魅力的

【個人】 脱サラ①

■一生死ぬまで家族の近くでやりがいのある仕事にチャレンジしたかった

サラリーマン歴25年。働いている姿を子どもたちに見せれるような仕事を探していました。

妻や子どもたちがいつでも手伝えるような、将来子どもたちに受け継がせられるような、そんな
仕事。

元々自動車の技術関係の仕事をしていたこともあってか、自転車には親近感がありましたし、
何より自転車を再生（リサイクル）させるということにも興味がありました。
また、自宅周辺には自転車店がなく自分自身も困っていましたので、これであれば近隣住民

の皆様のお役にも立てると思い、具体的に話を進め、開業に至りました。

■一生死ぬまで家族の近くでやりがいのある仕事にチャレンジしたかった

サラリーマン歴25年。働いている姿を子どもたちに見せれるような仕事を探していました。

妻や子どもたちがいつでも手伝えるような、将来子どもたちに受け継がせられるような、そんな
仕事。

元々自動車の技術関係の仕事をしていたこともあってか、自転車には親近感がありましたし、
何より自転車を再生（リサイクル）させるということにも興味がありました。
また、自宅周辺には自転車店がなく自分自身も困っていましたので、これであれば近隣住民

の皆様のお役にも立てると思い、具体的に話を進め、開業に至りました。

【個人】 脱サラ②

先輩オーナー様の言葉

10株式会社 エコチャリ



自転車事業の成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

講座内容 （13:3０～16:30）

第一講座 『エコチャリ事業の紹介』 株式会社 エコチャリ 部長 窪木安明氏

第二講座
『船井流 自転車1番化ストーリーに基づいた地域1番店の作り方』
株式会社船井総合研究所 上席コンサルタント 梶野順弘氏

事例紹介 『エコチャリ亀有店の成功事例』 株式会社 エコチャリ 部長 窪木安明氏

第三講座 『エコチャリで開業までの流れと仕組みのご紹介』
株式会社 エコチャリ 部長 窪木安明氏

タイトル 自転車事業成功をプロデュース！ 安定的に収益を得る方法大公開！

主催
株式会社 エコチャリ

不要自転車リサイクルで注目の自転車販売事業。不況に強い事業で長期安定経営を！

参加

料金
特別謝恩価格 無料 本用紙をFAXまたは、お電話・WEBにてお申し込みください。

日時

場所

日時：2012年１１月２３日（金・祝）13：30～16：30

場所：東京都品川区東五反田1-10-7 アイオス五反田２F／JR五反田駅東口より徒歩4分

フリガナ

住所
〒

氏名

電話 ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ ＠ ＵＲＬ http://

※お申込受付後、確認のご連絡を行っております。お申込後、万一連絡が無い場合はご一報いただければ幸いです。

■お急ぎの方はこちら！
お急ぎの方は、優先的に個別面談をさせていただきます。遠慮なく下記にチェックを入れてくださいませ。

優先個別面談希望します！
※日時はお電話にてご相談させていただきます。

■お申込・お問い合わせ先 株式会社 エコチャリ） 担当：窪木（くぼき） http://www.ecochari-
fc.com/
ＴＥＬ．０３－５７９１－３５２５ ＦＡＸ．０３－５７９１－３５２７〒141-0022東京都品川区東五反田1-10-7 アイオス五反田306号室

11株式会社 エコチャリ

申込専用FAX ０３－５７９１－３５２７
（締切11月21日17:00）

↑↑↑太枠内をご記入の上、ご送信ください↑↑↑

※ご提供頂いた個人情報は、弊社からのご連絡以外には使用いたしません。


