


バイク買取専門店からスタートした私たちは、お客様の利便性の向上に努めることで、

バイク買い取りのリーディングカンパニーとしての地位を確立するとともに、バイク小

売事業、駐車場事業の展開など、お客様のバイクライフを豊かにするためのサービスを

提案してまいりました。これからも私たちはバイクに関わる全ての皆様に新たな価値を

提案し、お客様と共に生涯にわたって豊かなバイクライフを創っていける、そんな会社

を目指します。

バイクライフの生涯パートナーを目指し、
バイク王＆カンパニーは進化します。

代表取締役社長 取締役会長



 Business Field

Business Field

「バイクライフの生涯パートナー」を目指す、
バイク王＆カンパニー

私たちは、豊かなバイクライフをお客様と共に創るためにバイ
クを「売る」「買う」「楽しむ」ためのサービスを展開しています。
お客様にとって利便性の高いバイクのリユースサイクルを構築
することで、バイク業界全体の発展拡大につながることを目指
しています。

バイク買取専門店のパイオニア。全国展開、24時間
365日受付、無料出張買取※など、お客様の利便性を
第一に考えたサービスを追求。

バイク買取事業

「バイク王」の豊富な在庫と圧倒的な認知度・ブランド
力をバックに、あらゆる車輌を取り揃えたバイク
ショップ。

バイク小売事業

東京・大阪など大都市を中心に駐車場を展開。バイク
にまつわる環境整備にも寄与。

駐車場事業

※車輌の状態によっては、処分・再生料をいただく場合がございます。



専門
オークション バイク販売店

お客様 査定・買取プロモーション 洗車仕上げ・整備受付
次の
ライダー

全国展開
お客様の「今すぐ来てほしい」を可能にする、
「バイク王」のネットワーク。北は北海道、南は
沖縄まで、全国の店舗網を生かした迅速な対応
を行っています。

24時間・365日受付
お客様のあらゆるニーズにお応えするため、
24時間・365日体制でお申し込みを受け付け
ています。

バイクライフプランナー満足度92％※3

お客様のもとへお伺いするバイクライフプラ
ンナーの服装やビジネスマナーを徹底する。
これもお客様から高い満足度を得ている
一つの要因です。

バイク買取専門店「バイク王」ビジネスフロー

無料出張買取※2

お客様がご希望の日時にご自宅まで、「バイク王」
のスタッフが訪問します。
全国統一の査定基準のもと、携帯端末で査定し、
成約の場合はその場で決済方法を確定します。

※3：「バイク王」で査定した方への郵送アンケート調査結果より
（2014年6月実施、自社調べ）

※１：バイク処分者調査2014年9月（調査機関：楽天リサーチ）
※２：車輌の状態によっては、処分・再生料をいただく場合がございます。

BIKE-O

※1

バイク王&カンパニーが「バイク王」ブランドで展開するバイク買取
事業は、全国の店舗から専門のスタッフが、お客様のご自宅までバ
イクを買い取りに伺う無料出張買取※2サービスを展開しています。
流通ルートや査定基準に未整備な部分が多かった従来の中古バイ
ク市場において、お客様が安心して利用できる合理的かつ透明性
の高い市場環境の必要性を実感し、お客様の利便性を考えたビジ
ネスモデルのもと店舗を全国に展開してきました。
買い取り後のバイクは全国の業者専門オークションで売却するほ
か、自社の小売販売店「バイク王ダイレクトSHOP」にて一般のお客
様にも販売しています。



Scale（規模）

Service（サービス）

Stabil ity（安定性）

平均在庫期間 15日～20日 売上債権平均回収期間 1日～3日

資金回収整備
（リペア作業） オークション配送 出品 支払い

（入金）出張買取

販売価格を買取価格に反映できる

在庫期間が短いため、在庫・展示コストが小さい 早期現金化

バイク買取専門店のパイオニア「バイク王」
は、24時間・365日体制の申し込み受付、
全国無料出張買取※3、書類手続き無料代行な
ど、お客様の利便性を第一に考えたサービス
を追求しています。また、サービス業として、
バイクライフプランナーの服装やビジネス

マナーを徹底することにより、バイクライフ
プランナー満足度92％※4という高いアン
ケート結果を全国のお客様からいただいて
います。

圧倒的な認知度を持つ「バイク王」を背景にライダーの期待に応える新たなサービスを展開。

基幹システム

携帯端末査定
インフォメーション

受付

「バイク王」の強みの１つである、認
知度の高さ。テレビとWEBを中心に
積極的かつ効果的な広告宣伝を展
開しています。近年は、従来のダイ
レクトレスポンスに加え、「専門店と
しての信頼感」という企業スタンス
も訴求。バイク買取シェアNo.1※1の地
位を揺るぎないものにしています。 

広告費用対効果測定

運行管理

商品管理

※3：車輌の状態によっては、処分・再生料をいただく場合がございます。
※4：「バイク王」で査定した方への郵送アンケート調査結果より
　　（2014年6月実施、自社調べ）

※１：バイク処分者調査2014年9月（調査機関：楽天リサーチ）
※２：「バイク王」ブランド浸透度調査（2014年6月実施、自社調べ）

■ニーズを追求したサービスとスタッフレベルの向上で高い満足度を獲得

■ITとビジネスモデルが連動 ■キャッシュフロー経営と強固な経営基盤

●東証二部上場 ●強固な財務基盤

新しい展開へ

第二の
成長の柱

バイクライフの
サポート

独自アプリケーション搭載の携帯端末を活用し、全国統一の
査定基準を提示。適切な市場価格の算定をしています。

バイク王&カンパニーの企業価値を高める３つの要素

■バイク買取シェア を支える高い認知度NO.1

※２

ライダー認知

97.2％

※1
■全国展開の店舗網と
オペレーション機能の集約

全国に広がる「バイク王」の
ネットワーク。全国統一の査定
基準により、適正な買取価格
を迅速に提示しています。

申し込みを受けるインフォ
メーションセンターは２カ所。
バイクのストックならびに
整備を行う物流センターは
4カ所に集約しています。

BIKE-O



「バイク王」にお売りいただいた車輌
の中から厳選したバイクを「バイク王
ダイレクトSHOP」に供給しています。

「バイク王ダイレクトSHOP」は、2008年6月に立ち上げた
小売販売ブランドです。高い認知度を誇る「バイク王」の
ブランド力を源泉に、全てのバイクユーザーをターゲットと
した豊富な取り扱い車輌、市場を加味したリーズナブルな
価格、｢バイク王｣と連携した独自のサービスを展開。お客様と
「ダイレクト」に結ばれるバイクショップを目指しています。

あらゆるニーズにお応えする豊富な在庫

BIKE-O DIRECTSHOP

豊富な在庫の中からお気に入りの
一台を探すお手伝いをします。

安心してお乗りいただけるよう、
整備を行います。

納車整備

お客様のお手元へ。納車後も長期
保証のアフターサービスでお客様の
バイクライフをサポートします。

お客様へ

「バイク王」のブランド力、
スケールメリットを大いに活用
高い認知度を誇るバイク買取専門店「バイク王」の
ブランド力を前面に打ち出し、安心と信頼を訴求して
います。さらには、全国展開する「バイク王」の流通網を
活用することで、コストの圧縮と流通期間の短縮を
実現。これらにより生まれた価値をダイレクトにお客様
へ反映します。

常時150～200台のバイクを展示できる店内に、様々な
メーカー・車種のバイクをラインアップ。お客様の
あらゆるニーズにお応えします。また、店頭にご希望
のバイクが無い場合でも、端末から他店の在庫を照会
することが可能です。お客様がお求めになる車輌を
ピックアップし、ご来店の店舗で購入いただけます。

「バイク王ダイレクトSHOP」では、「バイク王」が取り扱う膨大なバイクの中から厳選し、販売しています。

仕入（バイク王による買取） 販売
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PARK-O

バイク駐車場をめぐる環境

「パーク王」は、2006年3月に立ち上げた駐車場
事業です。大都市圏を中心に、時間貸し・月極の両面
からお客様をサポート。交通環境の整備促進、
違法駐車の低減にも寄与しています。また、バイク
の利点を生かし、自動車の駐車場としては利用
できない狭小地や変形地などの土地でも展開
が可能な公共性の高い事業です。

【運営・運営支援】
利用者募集から清掃や集金まで、駐車場
運営にかかわる一切の業務を代行します。

【開発】
先進の機能を取り入れた駐車場機器の
開発に、積極的に取り組んでいます。

【駐車機器販売】
様々な駐車場用装置、駐車設備機器の販売
を行っています。

【設置・施工】
豊富な経験と確かな技術を生かし、
スピーディーに駐車場の施工を行います。

【プランニング（企画・設計）】
用地調査のうえ、オーナー様の提示条件に合ったプランをご提案。
無駄のない効率的な駐車場設計を実施します。

【メンテナンス】
24時間・365日体制で故障やトラブルに迅速に対応します。

出典：警察庁 交通局、一般社団法人日本自動車工業会

交通渋滞の増加など、様々な弊害の原因となる違法駐車への対策
として、2006年6月1日より「改正道路交通法」が施行されました。
　「改正道路交通法」は、駐車違反の取り締まりを強化する内容と
なっており、バイクも例外ではありません。同法施行翌年の2007年
には、バイクの駐車違反取り締まり件数は、52万件にものぼりまし
た。業界の努力等により、その後の取り締まり件数は減少傾向にあ
りますが、未だ21万件もの取締り件数があり、安全性・利便性確保
の観点からも早急なバイク駐車場整備が望まれています。

取り締まり強化とバイク駐車場不足の問題

【バイクの駐車違反件数の推移】

6月「改正道路交通法」施行

「パーク王」事業内容

駐車場事業

109,506

276,516

433,435

268,718
239,710

210,706

バイク王ガレージ



バイクライフをより便利に、より楽しく。
バイクに特化したあらゆるサービスを提供。

「バイクライフの生涯パートナー」を目指すバイク王＆カンパニーの
ビジネスフィールドは、お客様のニーズに合わせて広がり続けてい
ます。お客様が豊かなバイクライフを過ごすためのサポートをはじ
め、バイクに乗っていない方々にもバイクの魅力を発信するなど、
様々な方向に展開しています。

「バイク王」にお売りいただいたバイクから

派生するパーツのうち、品質の良いアイ

テムを厳選し、WEBで販売しています。

現行モデルをはじめ、他では扱っていない

旧モデル・レアアイテムなど豊富なライン

アップが強み。中古はもちろん新品や

アウトレット商品も取り扱っています。

パーツ販売

バイクライフの楽しさやバイク市場の

動向などを広く社会に発信することを

目的に発足した情報発信組織です。

中立的な立場から、専門家やお客様の

意見・データを収集・集積するとともに

インタラクティブな情報交換を行い、

その結果を積極的に外部に発信すること

で、バイク業界の活性化を目指しています。

情報発信組織

新たな販路獲得のために各国のニーズ

に応じた海外マーケットでのビジネスの

可能性を模索しています。

海外取引

バイクユーザーの新しいライフスタイル

にお応えする「バイク王レンタルSHOP」。

「バイク王ダイレクトSHOP」のショップ・

イン・ショップとして、展開しています。

「購入する前に一度試乗してみたい」

「週末だけバイクに乗りたい」「いろいろな

バイクに乗ってみたい」など、お客様

の多様なニーズをサポートしています。

レンタルバイク

Produce your bike life



代表取締役社長である石川秋彦と取締役会長である加藤義博の両名が、
当社の前身となる「メジャーオート有限会社」を設立

バイク買取専門店の総合コンサルティング事業を目的として、
「株式会社アイケイコーポレーション」（東京都渋谷区、資本金10,000千円）を設立

バイク買取事業の業務オペレーションをシステム化

多ブランド戦略の一環として設立したグループ会社の統合を開始（2003年１月完了）

「インフォメーションセンター」を開設
「バイク王」として看板を備えた初のロードサイド店舗を出店

パーツ販売店「バイク王パーツ（現 バイク王パーツSHOP）」を出店(2012年１月に閉店。WEB販売は継続）

バイク王のテレビCMの放映を開始

各システムを独自の基幹システム「i-kiss」に集約
ジャスダック証券取引所に株式上場（2006年10月に上場廃止）
初のバイク小売販売店「i-knew」を出店

駐車場事業を営む子会社「株式会社パーク王」を設立
東京証券取引所市場第二部に上場

バイク小売販売を営む子会社「株式会社アイケイモーターサイクル」を設立
「株式会社テクノスポーツ」よりバイク販売事業を譲受

「株式会社アイケイモーターサイクル」を吸収合併
小売販売ブランドとして立ち上げた「バイク王ダイレクトSHOP」の店舗を初出店
小売販売ブランドを「バイク王ダイレクトSHOP」に統合開始（2011年１月完了）

パーツ販売ブランドを「バイク王パーツSHOP」に変更
「バイク王」100店舗を達成

オートオークションを運営する「株式会社ユー・エス・エス」およびバイクオークションを運営する
「株式会社ジャパンバイクオークション」とバイクオークション事業に関する業務・資本提携を開始
「株式会社ジャパンバイクオークション」の株式取得（当社出資比率:30.0%）により、同社を関連会社化
情報発信組織「バイク王 バイクライフ研究所」を発足

「株式会社パーク王」を当社に吸収合併
「株式会社バイク王＆カンパニー」に商号を変更

本店を東京都港区に移転
「バイク王」52店舗　「バイク王ダイレクトSHOP」12店舗　2014年12月末日現在
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沿 　 革

会　社　名 株式会社バイク王＆カンパニー

本社所在地 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15　LOOP-X 13階

 TEL 03-6803-8811   FAX 03-6803-8812

事 業 内 容  バイクの購入から売却までをトータルプロデュースする流通サービス業

代　表　者 代表取締役社長 石川 秋彦

設　　　立 1998年9月（創業1994年9月）

資　本　金 590百万円（2014年11月末日現在）

売　上　高 19,287百万円（2014年11月期）

販 売 台 数  121,420台（2014年11月期）

従 業 員 数  796名（2014年11月末日現在）

概 　 要

（ 買 取 事 業 ）

History / Profile

JR線「田町」駅 シャトルバス5分/徒歩12分
ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅 徒歩5分
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