
 

 

 
2014 年 9 月 25 日 

報道関係各位 
 

9 月 27 日、「BOOKOFF SUPER BAZAAR 荒川沖」店内に 
「バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店」がオープン!! 

 
 
バイク買取専門店「バイク王」を全国展開する株式会社バイク王＆カンパニー(代表取締役社長:

石川秋彦、本社:東京都港区、証券コード:3377、以下「当社」)とブックオフコーポレーション

株式会社（代表取締役社長：松下展千、本社：神奈川県相模原市、証券コード 3313、以下「ブック

オフ」）は、2014年 9月 27日(土)に、ブックオフグループのリユース大型複合店「BOOKOFF SUPER 
BAZAAR 荒川沖」(茨城県稲敷郡)店内にてバイク小売販売店「バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店」

をオープンします。 
 

ブックオフグループが展開するリユース専門の大型複合店内に 
バイク王ダイレクト SHOP がオープン!! 

今回、バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店を出店する

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」は、ブックオフグループが

展開する「BOOKOFF」を中心とした衣料品・スポーツ用品・

ブランド品などのリユース専門店を複合した大型店舗です。 
当店舗は、常磐自動車道や国道 6 号線にほど近いことから、

車での好アクセスに加え、約 600 台収容可能な駐車場があり

ます。また、JR 常磐線「荒川沖」駅から徒歩 10 分と利便性

に優れた立地にあるため、広範囲からの集客が見込むことが

出来ます。 
 
バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店は、約 170 坪の売り場面積で、様々なお客様のご要望に応えら

れるよう、全カテゴリー・全排気量から厳選した車種を常時 160 台以上取り揃えます。 
リユース専門店の複合店舗である「BOOKOFF SUPER BAZAAR」内に出店することで、不特定多数

のあらゆる世代へ向けてバイクの魅力を訴求するとともに、中古バイク(=リユース品)に興味を持って

いただける可能性の高いお客様の集客向上が見込めます。 
 

 また、ブックオフにおきましても同じリユース商品を取り扱う関連性の強い分野の店舗を併設するこ

とで、集客力の向上、収益の向上・安定化を図るとともに、より多くの方にリユースの楽しさを体験し

ていただける場を提供していきたいと考えています。 

 
プ レ ス リ リ ー ス ・ 店 舗 取 材 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先  

■  株式会社バイク王＆カンパニー  

事業企画グループ・マーケティングチーム 

担当: 平見、桐生  

TEL 03-6803-8867  

E-Mail 

東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X13F 

■ブックオフコーポレーション株式会社 

  経営企画部  

  担当: 小湊、佐相  

  TEL: 045-924-4338 

 E-Mail:ccinfo@bookoff.co.jp 

神奈川県相模原市南区古淵 2-14-20 

店舗外観 



 

 

 

バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店「オープニングイベント」概要 

 9 月 27 日(土)から 10 月 5 日(日)までの 9 日間は、オープンを記念し、バイク王ダイレクト SHOP

イチオシの○得車輌(マル得車輌) や、来店特典ならびに成約特典をご用意したオープニングイベント

を開催します。 

 

■期間 

2014 年 9 月 27 日(土)~10 月 5 日(日)  

 

■○得 車輌(マル得車輌)一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■来店特典 

・内容：ブックオフお買物券 100 円分と 

バイク王ダイレクト SHOP の購入サポート券(1～3 万円)が当たるくじ引き 

※はずれなし 

・対象：期間中にご来店いただきアンケートにお答えいただいたお客様 

 

■成約特典 

・内容：10,000 円相当のバイク用品(レインスーツ、防水バッグ等から二つ選択)と 

ENEOS カード 500 円分（ENEOS のオリジナルプリペイドカードです） 

・対象：期間中にご成約いただいたお客様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMAHA マジェスティ 250 現行型 カスタム

ブラック 

年式 2007 年 

走行距離 5,996km  

車検 －(250cc のため車検不要) 

車輌本体価格 ¥348,000(税込) 

■上記は一例になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーレー XL1200S  

グリーン 

年式 2002 年 

走行距離 15,764km  

車検 2015 年 12 月まで 

車輌本体価格 ¥598,000(税込) 

■上記は一例になります。 

参考車輌① 参考車輌② 



 

 

 
■バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店 概要 

所在地 茨城県稲敷郡阿見町住吉 2-8-7 
(BOOKOFF SUPER BAZAAR 荒川沖店内)  

店舗規模 200 坪 
※駐車場は BOOKOFF SUPER BAZAAR 

と共有(約 600 台) 
営業時間 平 日 11：00～20：00 

土日/祝日 10：00～20：00 
定休日 なし 
オープン日 2014 年 9 月 27 日(土) 
お問い合わせ 029-843-8190 

 

 
■バイク王ダイレクト SHOP【URL】 

PC サイト    ⇒ http://www.8190ds.jp/ 
 

バイク王ダイレクト SHOP 店舗一覧 

バイク王ダイレクト SHOP 仙台店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 荒川沖店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 50 号小山店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 16 号相模大野店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 17 号上尾店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 4 号草加店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 16 号柏店 

 

バイク王ダイレクト SHOP GLOBO 蘇我店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 名古屋店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 名古屋みなと店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 171 号伊丹店 

 

バイク王ダイレクト SHOP 福岡店 

宮城県仙台市泉区市名坂字黒木川原 54-1 

TEL:022-772-8190 定休日:火曜日 

茨城県稲敷郡阿見町住吉 2-8-7 

TEL: 029-843-8190 定休日:なし 

栃木県小山市西城南 3-1-12 

TEL:0285-31-3221 定休日:火曜日 

神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-46-17 

TEL:042-701-0152 定休日:火曜日 

埼玉県上尾市緑丘 1-12-17 

TEL:048-778-0817 定休日:火曜日 

埼玉県草加市西町1275-1  

TEL:048-920-5260 定休日:火曜日 

千葉県柏市柏 687-1 

TEL:047-165-8190 定休日:火曜日 

千葉県千葉市中央区川崎町 1-34 

TEL:043-209-1677 定休日:なし 

愛知県名古屋市守山区元郷 1-505 

TEL:052-768-1522 定休日:火曜日 

愛知県名古屋市港区十一屋 1-16-1 

TEL:052-389-5166 定休日:なし 

兵庫県伊丹市北伊丹 5-96-1 

TEL: 072-773-5815 定休日:なし 

福岡県糟屋郡志免町別府北 2-1-16 

TEL:092-629-8190 定休日:火曜日  


