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東京都北区商工業魅力発信事業について 
 

 大学のゼミナールに所属する学生と、北区内の商店
街および中小企業が協力して、区内商工業をＰＲする
事業です。 
 エントリーいただいた学生チームに、調査・取材・
研究等を行っていただき、プレゼンコンテストにて、
成果を発表していただきます。  



 

【コンテストの概要】 
 
●日時・場所等 
 
 開催日 
  平成30年12月２日（日曜日） 
 
 会場 
  北とぴあ３階 つつじホール（東京都北区王子1-11-1） 
 
 当日スケジュール 
  10時00分～10時10分：開会式 
  10時10分～13時50分：プレゼンテーション（途中昼休憩あり） 
  13時50分～14時00分：昨年度の産学連携活動のご紹介 
  14時00分～14時30分：審査、休憩 
  14時30分～15時00分：表彰式、閉会式 

 
●テーマ『こころ惹かれる自転車の新商品アイデア』 
 
  区内企業「株式会社玉越工業」の自社ブランド自転車について、同社の強み 
 を活かした新商品アイデアを検討していただきます。学生の皆様ならではの独 
 自性・斬新性等と合わせて、実現可能性（販路や価格帯等）についても考察し 
 ていただきます。 
 
 事業内容：自転車の開発、輸入、製造、販売 
 販路等 ：量販店等、アンテナショップ（川口市）、 
      オンライン直売店「タマチャリ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●審査基準 
  
  情報収集力、論理性、独自性、その他の複数の項目で一定の審査を行います。  
 審査は、株式会社玉越工業の代表者、北区販路拡大コーディネーター、北区経営 
 アドバイザーが行います。 
  なお、審査基準は北区ホームページにて公表しております。 
 



 

【受賞結果】 
 

●最優秀賞 
 

 東洋大学 経営学部 竹内ゼミナール 
 チーム「ちーむおいどん ver.2」 
 

『サドルの悩みを解決☆るんるんさどるん♪』 
 自転車のサドルの盗難被害に着目し、サドル自体を持ち運び可能なバッグにする
という斬新なアイデアを提案しました。約500人に街頭アンケートを行うなど、綿
密な調査と合わせ、コスト面やプロモーションなどについても具体的に検討した点
が評価されました。 
 
 

●優秀賞 
 

 東洋大学 経営学部 蜂巣ゼミナール  
 チーム「はっちーず」 
 

『北キッズコミュニティバイクの開発』 
 社会問題を解決するという視点から、幼児用自転車のシェアによる、親子の絆や
子育て世代のコミュニティ形成を提案しました。複数の区内大規模団地の現地調査
や、自転車シェアを行っている企業への訪問・調査を意欲的に行い、説得力のある
資料によるプレゼンが評価されました。 
 
 

●敢闘賞（２チーム）※50音順 
 

 千葉商科大学 商経学部 産学連携ゼミナール  
 チーム「ザ・トリプル・スリー」 
 

『通勤・通学者向けプレミアム自転車』 
 市場やターゲットをよく分析し、通勤・通学に特化した自転車が有望なマーケッ
トになりうると考察しました。実用性に重点を置いてアイデアを練り、回生ブレー
キ等の技術的な課題についても取り上げ、価格帯や売り上げ予測についても分析し
ていた点が評価されました。 
 

 東京成徳大学 経営学部 三枝ゼミナール 
 チーム「風のちゃりん子団」 
 

『玉チャリブランド化プロジェクト』 
 自転車の用途や価値を再考し、「もの」⇒「こと」を意識した豊富なアイデアを
提案しました。自転車カフェの展開によるファンクラブや、高齢者施設向けのVR
体験による健康ツールなど、新しい価値の提供に主眼をおいたプレゼンが評価され
ました。 



出場チーム１ 
 

高千穂大学 商学部 
永井ゼミナール チーム「寿司食べたい班」 
 

 私たちは、毎週、個人発表とディスカッションを行い、企業や商品、地域について、
マーケティングの視点から分析を試み、ビジネスの新しさと面白さについて活発に議
論をしています。このプロジェクトでは、日頃のゼミ活動で得た力を発揮し、より良
い提案ができるよう頑張ります！ 
 

『パイオニアとマハロ・アテンダンス』 
 

現状と課題 
 私たちは、北区という地域の現状として、① 東京都23区内で最も高齢化が進んで
いる点、② 若い子育て世代の移住が増加している点、に着目しました。ここから、地
域に根差した自転車企業である株式会社玉越工業様の新商品アイデアのターゲットを、
① シニア世代と、② 子育て世代、の２つに絞りました。 
 シニア世代の自転車利用における課題には、ふらつき、転倒などの自転車事故が多
いことが挙げられます。また、子育て世代は、電動アシスト付自転車よりも、より安
全性とコストパフォーマンスに優れた自転車に対するニーズを持っています。 
 

アイデア概要 
 私たちは、０から新しい商品を創造するのではなく、一つ一つは既にある既存プロ
ダクトを新しく組み合わせることで、これまでに無い全く新しい商品を創り出すこと
ができると考えました。シニア世代、子育て世代という２つのターゲットがどのよう
なニーズを抱えているか、複数回のインタビュー調査から明らかにしました。 
 シニア世代に対しては、利用者を自転車事故から守る、安全、快適な自転車『パイ
オニア』を提案します。パイオニアは、利用者に「安定」を提供するスイング機能の
有る三輪自転車、「負担軽減」の背もたれサドル、「防護」のおしゃれヘルメット、
という３要素を新たに組み合わせた商品です。フルセットでの想定価格は、54,900
円です。 
 子育て世代に対しては、育児夫婦が納得できる価格設定で、徹底的に通園をサポー
トする、安全な自転車『マハロ・アテンダンス』を提案します。マハロ・アテンダン
スは、株式会社玉越工業様の既存商品であるマハロをベースとし、そこに「安全」を
提供するホイールカバー、「万能」のチャイルドシート、「低価格アシスト」のフ
リーパワー、の３つを組み合わせる商品となります。フルセットでの想定価格は、
51,000円です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム２ 
 

千葉商科大学 商経学部 
産学連携ゼミナール チーム「ザ・トリプル・スリー」 
 

 ３名で構成された少数精鋭部隊です。「一人が３人分の力を発揮すれば・・・」
「午前３時まで頑張れば・・・」「一人３杯まで」という意味を込めて、チーム名を
「ザ・トリプル・スリー」としました。「面白いことをやる」をモットーとして、 
斬新で楽しいビジネス・アイデアを創出したいと考えております。勝ちに行きます！ 
 

『通勤・通学者向けプレミアム自転車』 
 

現状と課題 
 玉越工業殿を訪問した結果、大人向けに使用される付加価値の高いプレミアム自転
車の開発が期待されていることを知った。このことを前提として、有望なターゲット
市場について検討を行った。その結果、通勤・通学用に特化した実用的な自転車が存
在していないことが分かった。 
 現状では、どこのメーカーも対応していないため、通勤・通学用の自転車が開発さ
れれば、大きな売り上げが見込まれると結論づけた。しかしながら、どのようなアイ
デアの自転車が良いのか、また、どれくらい市場で受け入れられるか、現状では分か
らなかった。 
 

アイデア概要 
 上記を踏まえ、顧客問題解決アプローチの手法を用いて検討した結果、次のような
コンセプトを創出するに至った。 
＜通勤・通学に特化した革新的な自転車＞ 
（１）頻繁な赤信号でも疲れることはありません。停車する時のエネルギーを一時的
にバネに蓄え、発進時にそれを利用する回生ブレーキを搭載しています。普段当たり
前と感じ、あきらめていた「こぎ始めの重さ」というイライラを解決します。 
（２）忙しい朝に駐輪場において貴重な時間を短縮できます。わずか０．５秒のワン
タッチ操作で鍵がかかります。鍵は解錠・施錠する時以外は、使用することがないの
で、キーホルダーに常時つけられ、鍵の紛失の心配がなくなります。 
（３）混雑した駐輪場でもスムーズに出し入れができます。出し入れ作業に邪魔なカ
ゴをあえて後ろに取り付けました。スタイリッシュなデザインのカゴは、振動を吸収
する構造をもち、パソコンなどの精密機器を衝撃から守ります。 
 価格は、78,000円（税込）です。軽量で、カラーバリエーションも3タイプあり、
男女問わず、快適にご使用頂けます。尚、このコンセプトを潜在顧客に評価しても
らった結果、市場で受け入れられる可能性が高いことが示された。 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム３ 
 

東京成徳大学 経営学部 
三枝ゼミナール チーム「風のちゃりん子団」 
 

 私たち東京成徳大学経営学部三枝ゼミは、「社会の課題解決にマーケティングの力
を活かす」というテーマのもと、日々勉強を重ねています。実践も重視し、学内・学
外のイベントにも積極的に参加しています。チームワークの良さを存分に発揮し、汗
をかき、知恵を出していきたいと考えています。がんばります！ 
 

『玉チャリブランド化プロジェクト』 
 

現状と課題 
 平成29年の国内自転車生産台数は約89万台で生産台数は低下傾向にあるが、生産
金額は約560億円と増加傾向にある。一方、輸入はピーク時900万台を超えていたが、
平成29年は約678万台と低下傾向にある。しかしその数量は国内生産に比し圧倒的
に多い。さらにシェアサイクルの登場など、メーカーを取り巻く環境の変化は大きく、
厳しさを増している。 
 玉越工業は、近年約10万台を生産し、年商10億円程度で安定した業績となってい
るが、環境変化に対応し、新製品や新サービスを開発していくことが、今後の成長に
向け今、強く求められている。 
 

アイデア概要 
 具体的なアイデアを検討するに際しては、環境変化や自社の実態等から次のような
提案基本方針をまず立てた。 
①汎用品ではなく高級品、マニア思考 
②機能・価値を組み合わせ、新しい価値提供 
③「もの」⇒「こと」を意識した仕掛けづくり⇒サービス化 
④他社・他業態とのアライアンスも視野 
 具体的にはメーカーのサービス化を促す次の2案を打ち出した。 
 ①案は、同じ趣味同士で様々な情報交換等を出来る自転車カフェ（玉チャリカ
フェ）の展開とした。ベロモービル等の新型自転車、珍しく手に入りにくい自転車を
置き、購買欲求を促し、口コミ等で情報を拡散させる。アド自転車展開の可能性も探
る。メンテナス情報拠点ともなる。本社近く、サイクリングメッカである荒川流域が
候補地の一つと考えられる。ハーレーのようなファン活動も一つのモデルと考えられ
る。②案は、高齢者施設等でVR自転車を利用し疑似的に旅行を体験してもらうサー
ビスである。遠出できない高齢者に新しい健康ツール＋娯楽としてこのサービス提供
を考えている。ホテルやスポーツ施設、教育施設等でも、ゲーム感覚で楽しむことが
でき、多くの施設に一体システムとして提供していく方針とした。 
 
 
 
 
 

 

 



出場チーム４ 
 

東京成徳大学 経営学部 
原田ゼミナール チーム「チーム原田」 
 

 私たちのゼミは、東京成徳大学経営学部の３年生で構成されています。個性の強い
人たちの集まりで、独自性のある意見を大事にして、活動しています。経営心理や
マーケティング等を勉強してきたので、経営学部ならではの強みを活かして魅力のあ
る自転車の新商品アイデアを考えて生きたいと思っています。 
 

『定額制自転車』 
 

現状と課題 
 最近の日本では、モノを所有することよりも、モノを利用することによって得られ
るサービス、経験に、消費者の関心は移ってきている。自転車業界においても、自転
車シェアサービスが都内でも開始されるなど、所有から利用への変化の波が迫ってい
る。また、環境や健康への意識の高まりから、自転車利用の機運が高まっている。 
 一方で、放置自転車の増加や、自転車が関連した交通事故の増加など、自転車利用
をめぐる課題に対処することが自転車の社会的受容のために必要であり、自転車メー
カーとしても、対処が求められている。 
 

アイデア概要 
 「定額制自転車」とは、月々1,500～2,500円支払うことで、このサービスの利用
者が玉越工業の自転車を長期的に使用できるサービスである。さらに、契約期間中は
自由に自転車を交換できることが、このアイデアの特徴である。 
 このアイデアのメリットは、次の通りである。まず、契約終了時は自転車を返却す
れば良いため、駅前駐輪場等に放置されたまま、事実上捨てられた自転車（以下、放
棄自転車という）がなくなる。次に、安全面において、メンテナンスをしないことで
起きる事故を防ぐ効果がある。放棄自転車の発生と、安全でない自転車利用は、両者
とも自転車のメンテナンスをする人が少ないことに起因している。 
 そこで、われわれは、メンテナンスのいらない自転車を作れないのかをテーマとし
て考えた結果、今回の「定額制自転車」というアイデアが生まれた。このアイデアは、
自転車メーカーだからこそ、より効率的に実行できるものである。自転車メーカーで
はない他社が行う場合、需要に見合った台数を準備することが難しく、過剰投資や機
会損失が発生してしまう。 
 地域の自転車店をサービス提供拠点として巻き込むことで、自転車業界・地域一体
の発展を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム５ 
 

東洋大学 経営学部 
石田ゼミナール チーム「チーム石田」 
 

 私たちのチーム全員が初めてこのような製品開発のコンテストに参加させていただ
きます。分からないことがたくさんありますが、授業等で学んだことや昨年北区のコ
ンテストに参加した先輩方からのアドバイスを活かして、よりよい製品を開発できる
ように全員でアイデアを出し合い、一丸となって頑張っていきたいと思います。 
 

『高齢者向け電動アシスト自転車』 
 

現状と課題 
 現状、警視庁による東京都内における高齢者の平成３０年上半期の死者数は２５人
で、都内の交通事故による死者数６１人の約４１％を占めています。また、このよう
なことを背景に、高齢者による自動車免許返納の動きも高まっているのが現状で、高
齢者の自転車利用率は上がっています。 
 このような現状の中で、高齢者がいかに自転車を安全に乗ることができ、交通事故
の数を減らすことができるかということが課題になってくると考えます。 
 

アイデア概要 
 上記の現状と課題を踏まえたうえで、私たちの考えたアイデアは、高齢者に向けた
電動アシスト自転車です。まず、電動アシスト車の利点として膝の負担を減らすこと
ができる点、勾配のある坂道も無理なく走行でき、時間のロスを減らすことができる
点、重い荷物を持ちながらの走行も可能な点、運動不足の解消になるという点、楽に
遠くまで行くことができるという点などがあります。 
 私たちはその利点に加えて、５つの特徴を付け加えようと考えました。 
 １つ目に背もたれ付きのサドルを付け加えることで、高齢者の身体を背もたれによ
り支え、安定感の向上につなげようと考えました。２つ目に低床フレームにすること
で安定した走行を可能にしたり、筋力が低下している高齢者でもまたぐことが容易に
なる仕様にしました。３つ目に補助輪を付け加えることで、安定性を高め、転倒事故
の数を減らそうと考えました。４つ目に雨に濡れないカゴを付け加えることで、買い
物の機会が多い高齢者が荷物を濡らすことのないようにしようと考えました。５つ目
に夜でも光る仕様にし、高齢者の事故の最も多い夜間に安心して自転車に乗ることが
できるようにしました。 
 これらが私たちのアイデアです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム６ 
 

東洋大学 経済学部 
澁澤ゼミナール チーム「澁澤ゼミナール」 
 

 私達5人は地方創生に関心を持ったメンバーです。2.3年生合同でチームを組みまし
た。人が集まる東京都の中で、北区の商店街に人を呼び集めることができたら、その
方法を他の地域でも応用し、活性化を図ることができると考えています。学外活動、
プレゼンを通して私達自身も成長できると感じ参加を決意しました。 
 

『自転車をＭＡＭＯＲＵ』 
 

現状と課題 
 北区における自転車窃盗数は年間1,157台、放置自転車撤去台数は年間16,983台
である。また、放置自転車対策業務にかかるコストは2億円を超え、経費の無駄が発
生していると考えた。 
 自転車の盗難や放置自転車が減ることで、そこにかかるコストをほかの事業に活か
せるのではないか、自転車をなくすことがなくなれば、性能の高い高価な自転車を手
にする人も増えると考える。 
 

アイデア概要 
 自転車×IoTという観点から今回のアイデアに至った。位置情報タグを自転車に取
り付け、自転車を守ろうというアイデアである。 
 私たちはMAMORIOさんの製品に着目し、ヒアリングを行い、製品に関するヒント
をいただいた。 
 当初、位置情報タグを自転車内部に取り入れようと考えたが、MAMORIOさんの製
品はBluetoothを使用しているため、金属に囲まれると検知が難しく適さないこと。
そしてリチウム電池を用いていることから電池切れの際の本体交換が必要であること
がわかった。 
 そこで、玉越工業さんの自転車に内蔵ではなく取り付けることにした。現状の消費
者の自転車に求めるニーズは「盗まれて返って来ない可能性が高いのなら、手頃な価
格の自転車を買おう」というものだったが、今回のアイデアを導入することで自転車
を失う危険性が低くなる。 
 その結果、消費者の自転車に求める質が高まり、今回玉越工業さんが「高値で自転
車を販売」という目標を達成するための大切な先駆けになるアイデアになると考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム７ 
 

東洋大学 経営学部 
竹内ゼミナール チーム「ちーむおいどん ver.2」 
 

 私たちはマーケティングを専攻しているので、その知識を生かしたいと思います。
5人それぞれの個性ある考えをうまく組み合わせ、心惹かれる自転車を提案します。
また昨年度も参加させていただき、敢闘賞をいただいた経験を活かし、今年度はさら
にい成績を残せるように頑張りたいと思います。 
 

『サドルの悩みを解決☆るんるんさどるん♪』 
 

現状と課題 
 今の自転車業界の現状として、自転車の保有台数の推移は増加している。また、使
用者としては主婦が多く、使用用途として、買い物や子供の送迎に自転車を使ってい
る人が多く挙げられる。 
 その中で、自転車についての問題点もある。身近な問題点として、サドルが雨に濡
れるなどのサドルに対する不満や盗難されやすいなどの防犯面の不安が挙げられる。
また、社会問題として自転車盗難の被害件数も多い中で、パーツ盗難は被害にあった
後にパーツが発見される確率が極めて低いために、大きな問題となっており、それら
の課題を解決していきたい。 
 

アイデア概要 
 私たちは“サドル”と“バッグ”を掛け合わせた新商品を提案する。この商品に
よって、サドルが塗れたときに乾きにくいことや外に置いておくことによる劣化、サ
ドルの盗難被害といったサドルの問題点をバッグとして持ち運んでもらうことにより
解決しようとするものである。 
 ターゲットは買い物や送り迎えに自転車を使う主婦で、主婦が最低限の荷物を手軽
に持ち運べるようにショルダーバックを提案する。販路として、既存の店頭・ネット
販売の両方を用いて、特にネット販売では自転車１台丸ごと配送する際にかかるコス
トや手間を考え、サドルだけを売ることに力を入れていきたい。 
 販売促進として、ターゲットに認知してもらう為に幼稚園、スーパー、自転車販売
店でポスターを掲示する。またネットではHPでの動画での宣伝を行い、さらにイベ
ントを開催しより認知を広めていく。価格としては、玉越工業様で既存に販売してい
る自転車に＋1,000～3,000円、サドルのみの販売であれば2,000～3,000円と考
えている。 
 また、今回の新商品に限らず玉越工業様製の自転車・サドルには私たちが提案する
ロゴを掲載し、玉越ブランドをより拡大いきたい。 
 
 
 
 
 
 
 

 



出場チーム８ 
 

東洋大学 経営学部 
蜂巣ゼミナール チーム「はっちーず」 
 

 私たちは、経営戦略論と組織論を研究する蜂巣ゼミの2年生6名でチームを結成しま
した。玉越工業様の技術力や製品力を最大限に活かした製品や販路のアイデアをご提
案できるよう、皆で力を合わせチーム一丸となって頑張ります。魅力的で実現可能性
の高い製品で、自転車市場の潜在ニーズを掘り起こしたいです。 
 

『北キッズコミュニティバイクの開発』 
 

現状と課題 
 都市部共通の課題として、都内では子供が自転車の練習をするスペースを見つける
のが難しく、団地やマンションに住む世帯であれば駐輪スペースが足りていないため
幼児の練習用自転車は玄関に保管するしかない。さらに、一時期しか使用しない幼児
用自転車を購入することをためらう親も多いことがアンケートから判明した。 
 以上のような理由により、都内の幼児達には自転車を練習する環境が十分に整って
いないといえる。これら課題を解決することで、自転車文化の発展、そして子育てし
やすい地域づくりにつながると考える。 
 

アイデア概要 
 私たちが提案するアイデアは、幼児用自転車のシェアサイクルである「北キッズコ
ミュニティバイク」である。 
 私たちは開発コストの回収や、安全性と信頼性を維持する目的から、新しく斬新な
製品や部品を開発するのではなく、玉越工業様の強みである既存の子供用自転車のノ
ウハウを最大限に活かし、北区の課題を解決するようなこれまでにないサービスを提
案しようと考えた。 
 また、今大会のテーマである「心惹かれる」とは私たちにとってどのようなもので
あるかを考えた結果、親子の絆や子育て世代のコミュニティ形成を促すものであると
の結論に至った。これまでに、自転車の買取りを行っているマーケットエンタープラ
イズ社、都内でシェアサイクル事業を展開しているドコモ・バイクシェア社、北区に
て広大な大規模団地を展開し多くの子育て世代や広大な共有地を持つUR都市機構に
ご提案を行い、本アイデアの仕組みの概要を作ることができた。 
 本アイデアが実現することにより、都市部では練習場所が少ないからこそ環境が整
えば子育て世代が集まる可能性が高く、自転車の練習を通してママ友やパパ友の子育
て世代のコミュニティ形成にも貢献できるのではないかと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

【前年度の産学連携取組み】 
 

 平成29年度は、「地域の魅力発信プロジェクト2017in北区」という企画名で、
2つのテーマ（商業部門・企業部門）についてプレゼン大会を開催しました。 
 
テーマ：『赤羽中央街商店街の魅力発信』 
チーム：東洋大学 経営学部 菊池ゼミナール「中央ガイ＆ガール」 
アイデア：マンガ振興コミュニケーション集客戦略（最優秀賞） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テーマ：『アクリル素材を用いた新商品アイデア』 
チーム：東洋大学 経営学部 蜂巣ゼミナール「二代目はっちーず」 
アイデア：アクリルを用いた行先表示盤（最優秀賞） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



■発行 

 東京都北区 産業振興課 商工係 

 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階  

 電話：03-5390-1235 ファクス：03-5390-1141 

 刊行物登録番号：30-1-113 

■魅力発見！北区東京 学生プレゼンコンテスト ホームページ     

  http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko 

  /monodukuri/pr.html 


