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サイクルスクエアの運営にあたっては

競輪の補助金を受けています。 http://ringring-keirin.jp/

サイクルスクエア北参道
活動報告

財団法人 日本自転車普及協会は、地球環境にやさしく健康にも良い自転車をテーマとした総合プロ
デュース空間、「サイクルスクエア北参道」を2009年7月17日（金）から2010年1月17日（日）までの期
間限定でオープン致しました。レンタサイクルサービスを始め、サイクルドックや、サイクルコンシェルジュ
サービス、自転車の展示、映像放映、飲食を提供するカフェ機能など様々なコンテンツを提供するととも
に著名人を招いてのトークライブやサイクルファッションショー、女性限定ポタリングなどのイベントを実施
し、お客様に楽しんでいただきながら自転車の魅力を伝えていくことを目的として運営をして参りました。

来店された方からは「日頃試乗することがなかなかできないスポーツサイクルに乗ることができよかっ
た」 「自転車はお洒落のアイテムと感じました」「コンシェルジュさんに自転車の楽しみ方が聞けてよかっ
た」 などの声の他、自転車走行空間、乗用マナーの改善に期待する声も多数いただき、自転車情報発
信基地としての役割が果たせたものと確信しております。

また自転車を安全かつ快適に利用できる環境づくりを目指す活動として、自転車の「市民権」確立を図
るべく、「サイクルスクエア 北参道」でセミナー等の啓発活動を行うことを通じ、「自転車市民権宣言」へ
の賛同署名をお願いしてきました。その結果、１４５０人を超える（1月12日時点）賛同署名をいただきま
した。この署名活動を通じた普及啓発活動を、財団法人日本自転車普及協会の今後の事業展開につ
なげて行くものといたします。

「サイクルクエア北参道」からの情報発信・提供はこれをもって終了となりますが、本会としましては事業
の実施方法を変えながらも引き続き自転車の様々な情報発信・提供を続けていく所存でございます。

今回、６ヶ月もの間「サイクルスクエア北参道」を無事運営できたのも、ひとえに皆さまのご支援の賜物
と心より感謝致しております。

財団法人 日本自転車普及協会

2009年7月1６日（木）
阿部会長 石井雅史さん 要潤さんを迎えて
オープニングセレモニーを実施
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サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

■レンタ
サイクル

■サイクル
コンシェルジュ

■サイクル
ドッグ

■サイクル
ギャラリー

ロードバイク、クロスバイク、ミニベロのレンタサイクルを12台用意。
コンシェルジュによるライディングのレクチャーやヘルメット、バック等の貸し出しも実施。

自転車のエキスパートのサイクルコンシェルジュが自転車に関する様々な質問やユー

ザーの相談にお答えしてきました。来店者だけでなく、メディアをはじめとする取材者の

方達にも「自転車の情報」を発信していただきました。

佐々木恵美（ナチュラルライフコーディネーター）

やまもとひろこ（サイクリスト） の2名を中心に

展開していきました。またゲストコンシェルジュとして

石井雅史選手にも努めていただきました。

サイクルライフをサポートする自転車メンテナンススペース“サイクルドック”を設置。エア

ポンプや油さし、各種工具などの自転車ケア用品を無料でお使いいただきました。

人気自転車各メーカーの最新自転車や有名タレントの自転車など、注目の自転車と
アパレル各メーカーのサイクルファッションの最新コーディネートを展示。

テーマ
「旅」 「アウトドア」 「フィットネス」 「ハイエンドモデル」
「カスタムバイク」 「自転車の歴史」

＊鶴見辰吾さん、片山右京さん、安田団長の愛用車や
中野浩一さん世界選Ｖ６達成時のレーサーも展示
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サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

■自転車関連
雑誌・映像

■ＰＣ設置

■カフェ機能

■ボディケア
サービス

最新の自転車関連書籍をはじめ、自転車に関する様々な資料やカタログなどを常備。
ワイドスクリーン３台のモニターでは様々な自転車の映像をお楽しみいただきました。

サイクルスクエア北参道や（財）日本自転車普及協会の公式ホームページなどの閲覧や
自転車関連情報を自由に調べることが可能なインターネット接続ノートパソコンを完備。
無料でネットサーフィンをお楽しみいただきました。

サイクリストのためのオリジナルメニューをご用意。手軽にエネルギーチャージできる
メニューや健康志向のお客様にも喜んでいただけるよう、おいしいドリンク＆お料理を
提供していきました。

人気メニュー
「サイクルうどん」
「シトラスハイ」
「バナナブレッド」

各種のボディケアサービスを展開。また“サイクルスクエア北参道”限定の特別メニューも
用意し。サイクリストのフィジカル面をサポートしていきました。

･Bicycle magazine  

･PEDAL SPEED  

･CYCLE SPORTS  

･smile cycle 

･BICYCLE NAVI 

･SIMPLE BICYCLE STYLE2

･Funride

･mint bicycle mag  

･CICLISSIMO 

･CYCLE SPORTS

･ロードバイクライフ

･自転車生活

･自転車日和

･自転車人

・・・他

・2009自転車ツアー・オブ・ジャパン

・2008-2009トラック・ワールドカップ

・2009世界自転車選手権トラック ポーランド・プルシュクフ

・ヨーロッパ冬の華 6日間レース

など…

(雑誌)                                                                       /    (映像)



ＥＶＥＮＴＳ GUIDE

サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

＜体験/参加イベント＞

■高級自転車試乗会（計1１回実施）
ＳＣＯＴＴ / COLNAGO / corratec / FOCUS

LOUIS GARNEAU  /ＴＲＥＫ / Bianchi /FELT 
GT BICYCLES / RIDLEY  /BH / Specialized  

■ポタリング(計16回実施）
みんなで楽しくポタリング/親子ポタリング

女性だけのポタリング/ナイトポタリング

■バンク体験
立川競輪場 西武園競輪場で実施

＜セミナー＞
■自転車市民権セミナー（計10回実施）

第1回/イェンス・イエンセン ・ 第2回/鈴木美緒

第3回/小林成基・絹代 ・ 第4回/鶴見辰吾
第5回/なぎら健壱 ・ 第6回/青木陽子
第7回/片山右京 ・ 第8回/小泉ニロ
第9回/増田明美 ・ 第10回/疋田智

■女子力ＵＰ自転車セミナー

講師：美崎悠
絹代
佐々木恵美

■輪行セミナー（2回実施） / ■市民レースセミナー
リンプロジェクト山田浩さんによる輪行セミナー
dahonガールによる試乗会＆輪行セミナー

女性向けフリーペーパー/「ＬＡＬＡ pado」とタイアップにより展開
30名の女性を招待し実施致しました。 ＬＡＬＡpado ＷＥＢでもリポートＵＰ

講師：中野浩一
安田団長

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）
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＜トークイベント＞
■アスリートトークショー（計3回実施）
第1回中野浩一＆今中大介
第2回山口幸二＆伊東勤
第3回新城幸也＆柴崎淳＆深谷知広

■自転車トークライブ（計10回実施）

第1回/内海潤 ・ 第2回/絹代

第3回/小泉ニロ ・ 第4回/小林成基
第5回/左海利久 ・ 第6回/沼尾ひろ子
第7回/長澤法隆 ・ 第8回/砂田弓弦
第9回/中村博司 ・ 第10回/宮内忍

＜啓発イベント＞

■女性限定沖美穂さんとポタリング＆座談会
10名の女性ブロガーと沖さんポタリング＆座談会 ネットを中心に情報発信！

■サイクルファッションショー ・ サイクルスクエアコレクション
里田まいさん 伏見俊昭選手 桐山敬太郎選手を迎えて最新自転車ファッションを提案

ＥＶＥＮＴＳ GUIDE

サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

カジュアル系/フィットネス系
レース系ウエア
の２００９秋冬コレクションを紹介

東京日和 / レディ偏差値/うるつや★スイカ日和 / 『カワイイ』が好き！『素敵』が好き！
☆il-fait-beau☆/♪ワイン好きが集まるブログ♪ /映画な日々。読書な日々/my favorites!
道明寺さくらの美道楽日記/aya姉の。。。ショコLOVEログ

◆レポートをＵＰされた女性ブロガーによるブログ

（敬称略）

（敬称略）
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ＥＶＥＮＴＳ GUIDE

サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

■ＢＦＦフイルムフェスティバル試写会 ■ＮＨＫ３Ｄ映像放映
＆エリック・ゾー展示会 （計2回実施）

■ジャパンカップ / ■ＴＢＳラジオ公開録音 /
ロードレース記者会見 「日曜は自転車で過ごそう！」 （計2回実施）

■日本盲導犬協会主催 感謝状贈呈式 /   ■警視庁 交通安全教育
上田桃子さんと（財）ＪＫＡに 「ピーポ君と新城幸也選手

感謝状が贈呈 の交通安全教育」

■０９‘ＫＥＩＲＩＮイケメングランプリ
雑誌「アンアン」とタイアップした「イケメングランプリ」

サイクルスクエアにおいても店内、ＨＰにおいて
情報を発信していきました

■1月15日（金）１８：３０～２０；３０
・自転車市民権セミナーＦＩＮＡＬ 自転車市民権についてのリレートーク実施

講師：石井雅史選手 なぎら健壱さん 他多数

■1月16日（土） １５：００～１６：００

・ケイリンイケメントークショー イケメングランプリに選ばれた石丸寛之選手、準グランプリの

伏見俊昭選手、坂上樹大選手を迎えたトークショー

■1月17日（日）
・高級自転車試乗会 「ＤＥ ＲOSＡ」

11：00～１６：３０（30分毎に実施）

・自転車三大誌編集長新春放談会 2010年の自転車シーンを大胆予測！

１７：００～１９：００ 本音で語るバトルトーク実現！

■永六輔トークライブ

永六輔
矢崎泰久
小林啓子

サイクルカルチャーイベントとしてＢＦＦ試写会
エリック・ゾー展示会を実施

（敬称略）
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自転車市民権宣言

サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

■自転車を安全かつ快適に利用できる環境づくりを目指す活動として、利用者みずから守るべき原則
を定め、ともすればやっかい者あつかいされる自転車の「市民権」確立を図るべく、「サイクルスクエア
北参道」でセミナー等の啓発活動を行うことを通じ、市民権宣言の賛同署名をお願いしてきました。そ
の結果、なぎら健壱さんや鶴見辰吾さんを始め、約１５００人（1月12日時点）の自転車を愛する多く
の方々から、「自転車市民権宣言」への賛同署名をいただきました。（財）自転車普及協会では平成
22年1月15日に「宣言案」を採択する「自転車市民権セミナーFINAL」を行います。

※なお、お寄せいただいた署名は、自転車活用推進議員連盟（超党派）をはじめ、政府及び関係者に
対し、自転車市民権確立のための政策立案、実現を要請する国民の声として提出いたします。また、
この署名活動を通じた普及啓発活動を、（財） 日本自転車普及協会の事業展開につなげて行くもの
といたします。

■自転車市民権セミナー

第1回 イェンス・イエンセン 「デンマークにおける自転車通勤事情」

第2回/鈴木美緒 「欧州の交差点での空間設計事例からみえてくる自転車走行空間のありかたへの示唆」

第3回/小林成基・絹代 「自転車の世界を語ろう」

第4回/鶴見辰吾 「鶴見辰吾の自転車その世界」

第5回/なぎら健壱 「なぎら健壱流 自転車の楽しみ方」

第6回/青木陽子 「女性のための自転車よもやま話」

第7回/片山右京 「片山右京の自転車魂」

第8回/小泉ニロ 「自転車大国日本 だけど、このままではエコじゃない」

第9回/増田明美 「自転車はランナーからどう見えているか」

第10回/疋田智 「ツーキニスト宣言！」

自転車市民権宣言案10カ条

（敬称略）
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OTHER/ＤＡＴＡ

サイクルスクエア 北参道
自転車の総合プロデュース空間 ２００９年７月１７日（金） ～ ２０１０年１月１７日（日） 期間限定

■利用人数
7月17日から12月末までのカフェ利用者は約25000人。レンタサイクル利用者は約900人

サイクルドッグは約350人の方に利用いただいております

■ＨＰ・アクセスログ
ＨＰでは様々な情報を発信してまいりました。

イベント新着情報やイベントリポート
特に自転車情報として多くの方に見ていただきたいものに関しては
特別ページを制作し読みやすく提供してまいりました。
コンシェルジュブログは好評であり、自転車に関する情報を中心に
発信してまいりました。なかでも来店者の自転車を写真付きで紹介
するコーナーには多くの方に協力を得て実施してまいりました。

またＨＰでは「自転車市民権宣言」の賛同者を得るページや
「イケメングランプリ」企画との連動も図ってまいりました。

7月17日から12月末までに約１７万人のユーザーにアクセスいただいております。

■ＰＲ・リリース
報道に向け様々な活動も行ってまいりました。

取材や撮影誘致のために、報道各社にむけての
「サイクルスクエア北参道」イベントリリースの他、取材者の調整、対応
を図ってまいりました。
その結果、多くのメディア露出を獲得するとともに、自転車情報の発信
基地としての役割を担ってまいりました。

（テレビ露出）・・・ＮＨＫこんにちはいっと６けん TBSはなまるマーケット他
述べ３２局

（ラジオ露出）・・・Ｊ－ＷＡＶＥ，ＴＯＫＹＯＦＭ 他 述べ９局
（新聞露出）・・・・朝日新聞、読売新聞、産経新聞、東京新聞 他

述べ５２紙

（雑誌露出）・・・・週刊文春、婦人公論、日経トレンディ 他 述べ５６誌
（フリーペーパー）・・・・述べ１３誌
（ＷＥＢ）・・・・述べ１５４媒体

■サイクルマップ
近隣自転車ショップと連動したサイクルスクエア北参道を

中心とした「サイクルマップ」を作成 近隣ショップや
来店者の方に配布を致しました。


