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リサイクル自転車ショップ 

エコチャリ、3月、新エリアへ 5店舗オープン！全国 15 店舗に！ 

 

 

株式会社エコチャリ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：村田和男）がフランチャイズ展開するリサイクル

自転車ショップ「エコチャリ」が、2012 年 3 月、初出店となるエリア（福岡、新潟、埼玉、大阪）へ計 5店舗出店い

たします。 

 

■ 放置・不要自転車を引取、回収 ⇒ 再生 ⇒ 販売、レンタル するのがエコチャリ 

「エコチャリ」は、ご家庭内の不要自転車の引き取りや、大学、マンションなどの放置自転車の回収を実施後、

点検、整備を重ね、リサイクル自転車として販売、レンタルする自転車ショップです。リサイクル自転車の整備

技術を活かし、自転車の修理も行うほか、アウトレット自転車、新品自転車の販売も行っています。 

 

■ いよいよ 15 店舗達成 

フランチャイズ展開を開始した 2010年より、関東圏を中心に出店していたエコチャリは、2012年 3月10日（土）、

福岡県福岡市内での同時 2 店舗オープンを皮切りに、新潟県、埼玉県、大阪府と出店し、直営・FC 店含め 15

店舗（3月末）を達成する予定です。3月に出店する 5店舗（すべて FC店）は、出店希望が多かったエリアへの

初進出となります。 

 

■ 不要自転車の放置自転車化を未然に防ぎ、地域に貢献 

出店先の各自治体も独自の自転車対策を行っていますが、エコチャリは、不要自転車が放置自転車化する前

の受け入れ先として、また、地域の皆さまのライフスタイルにあわせた自転車の取扱店として、ご利用・ご活用

いただきたいと考えています。 

 

各店舗、地域に密着したリサイクル自転車ショップを目指し、不要自転車の無料引き取りや放置自転車の回収、

修理、再生を積極的に行うことで、『自転車』や『リサイクル』を通じて環境保全（エコ）に取り組んでまいります。 

 

 

 

放置・不要自転車を引取、回収 ⇒再生 ⇒販売、レンタル！ 
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＜出店店舗情報＞ 

 

■ 自転車走行に適した平野地、一方で放置自転車が社会問題化する 「福岡」 への 2店舗同時進出 

   ―九州エリア 初出店― 

店名 エコチャリ 福岡七隈店 

オープン日 2012 年 3月 10 日（土） 

所在地 福岡県福岡市城南区七隈 4丁目 4-47 ファインビラ 1F 

平日 11：00～20：00 
営業時間 

土日祝 10：00～19：00 

定休日 毎週水曜日定休 

店舗の広さ 約 27 坪 

在庫数 約 120 台 

 

 

店名 エコチャリ 福岡吉塚店 

オープン日 2012 年 3月 10 日（土） 

所在地 福岡県福岡市博多区吉塚本町 2番 24－1 ソエズ 5 1F 

平日 11：00～20：00 
営業時間 

土日祝 10：00～19：00 

定休日 毎週水曜日定休 

店舗の広さ 約 24 坪 

在庫数 約 100 台 

 

 

■ 放置自転車の活用化に自治体も力を入れる 「新潟」 への進出 

   

店名 エコチャリ 新大前店 

オープン日 2012 年 3月 17 日（土） 

所在地 新潟県新潟市西区坂井砂山 4丁目 22-19 

営業時間 10：00～19：00 

定休日 毎週火曜日定休 ※3月 20 日除く 

店舗の広さ 約 40 坪 

在庫数 約 160 台 

 

エコチャリ 新大前店 

エコチャリ 福岡吉塚店 

エコチャリ 福岡七隈店 
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■ 日本一自転車の保有率の高い都市 「埼玉」 への進出 

 

 

 

■ 国土交通省が定める自転車施策先進都市 「大阪」 への進出 

店名 エコチャリ 城北公園通店 

オープン日 2012 年 3月 31 日（土） オープン予定 

所在地 大阪府大阪市旭区大宮 4-6-9 

営業時間 10：00～19：00 予定 

定休日 毎週火曜日 予定 

店舗の広さ 約 20 坪 予定 

在庫数 約 100 台 予定 

 
■ 自転車価格帯 

リサイクル自転車 5,800 円～ （オープン時特売： 4,980 円） 

アウトレット自転車 9,980 円～ （オープン時特売： 7,980 円） 

新品自転車  10,800 円～ （オープン時特売： 7,980 円） 

 

■ エコチャリ レンタル自転車の料金 

短期レンタル 長期レンタル 

3 日以内 1 週間以内 1 ヶ月以内 

月額 780 円～ 780 円～ 1,170 円～ 1,950 円～ 

 

別途費用 

入会金 預かり金 

500 円 販売価格の半額 

 

 

以上 

店名 エコチャリ 川口店 

オープン日 2012 年 3月 24 日（土） 

所在地 埼玉県川口市幸町 3-4-19 スタシオーネ 1F 

営業時間 10：00～19：00 

定休日 毎週火曜日 

店舗の広さ 約 30 坪 

在庫数 約 160 台 
エコチャリ 川口店イメージ 

 
 

NOW PRINTING 

エコチャリ城北公園通店 

※ 上記の最低料金は、販売価格が 7,800 円の 自転車を想定しています 

※ 店舗によっては、780 円より安価なレンタル 自転車をご提供する場合もございます 

※ 数時間、1 日のレンタルも可能ですが、料金は 3日以内になります 

※ オープン日は予定です。諸事情により変更となる場合がございます。予めご了承ください 

 



＜補足資料＞ 株式会社エコチャリ

フランチャイズに関するお問い合わせ

株式会社ＬＥＴ’Ｓ倶楽部　営業担当：和田

TEL：03-3448-0192 ／ FAX:03-3448-0194 

E-MAIL: lets-club@hot-station.co.jp

広報に関するお問い合わせ

ＱＬＣプロデュース株式会社　内  広報担当

TEL：03-3448-1221 ／ FAX:03-3448-1225 

E-MAIL: lets-club@hot-station.co.jp

株式会社エコチャリ　概要

株式会社エコチャリは、ＱＬＣプロデュース株式会社の 100％出資会社です

以上■エコチャリ公式サイト：　http://www.ecochari-fc.com/

株式会社エコチャリは、リサイクル自転車ビジネス「エコチャリ」を手掛けるフランチャイザー。

新品自転車を販売・レンタルを行っています。（直営・ＦＣ含め全国 14 都市 15 店舗／ 2012 年 3 月末時点）

放置自転車回収のボランティア活動から始まり、現在は、リサイクル自転車を中心に、アウトレット、

フランチャイズに関するお問い合わせ

株式会社エコチャリ　営業担当：窪木

TEL：03-5759-1357 ／ FAX:03-5759-0969 

E-MAIL: info-fc@ecochari-fc.com

広報に関するお問い合わせ

ＱＬＣプロデュース株式会社　内  広報担当

TEL：03-3448-1221 ／ FAX:03-3448-1225 

E-MAIL: info-fc@ecochari-fc.com

リサイクル自転車ビジネス「エコチャリ」 の特長

不要自転車の

再生 ・販売

レンタル 提案

新しい

サイクル・ライフの
展開

フランチャイズ

新しい『サイクル・ライフ ～自転車ある生活～』を提案・提供。放置自転車や自転車のマナー問題、

また自転車の楽しみ方等に積極的に向き合い、発信していきます。

単に自転車を販売するのではなく、自転車を取り巻くあらゆる生活シーンを見据えて、

展開することにより、大手自転車チェーン店に負けない競争力と価値を提供します。自転車業界未経験の

“リサイクル自転車”や“新しいサイクル・ライフ”を切り口にエコチャリブランドを確立。フランチャイズで

企業様でも参入・運営できるよう各種資格を持った経験豊富なスタッフが丁寧にサポートします。

“回収自転車の履歴管理”、そして、再び皆様にお使いいただける状態にする“自転車のメンテナンス”

を十分に行うことで、各店舗にてリサイクル自転車を販売・レンタルすることを可能にしています。

放置自転車回収のボランティア活動が原点の「エコチャリ」は、“不要自転車の引き取り・回収”、

新しい
持ち主へ

毎日をちょっと豊かに毎日をちょっと豊かに

メンテナンス
プロによる

持ち主に

自転車
見捨てられた


