


「人類が発明した最高の乗り物」と言われる自転車。 

燃料を使わず、二酸化炭素も出さない、 

わずかなスペースで保管ができる。健康にもよい。 

日常生活の足としてはもちろん、スポーツ、レジャーでも楽しめる。 

自転車は、これからの時代にますます重要な役割を果たす乗り物といえます。

そんな自転車を学ぶ東京サイクルデザイン専門学校。 

他では決して経験できない“新しい学び”がここにあります。

時代が生んだ
“新しい学び”
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　2020年、猛威を振るう新型コロナウイルスが経済に甚大な
影響を与えるなか、自転車業界は世界的に需要が急増、世界最
大級の自転車メーカー「ジャイアント」や、日本が誇るパーツ
メーカー「シマノ」も過去最高の業績が見込まれています。
　政府が打ち出した、いわゆる「新しい生活様式」のひとつと
して、公共交通機関と自転車の併用で「密」を回避する移動手
段として注目が集まり、またWHO（世界保健機関）からは身体

の免疫力を向上させるため適度な運動として、サイクリング
が推奨されました。それによりクロスバイクやロードバイク、「e-

バイク」と呼ばれる電動アシスト車まで、あらゆる車種の自転
車が売れたのが業績好調の大きな要因と言えます。自転車販
売大手の担当者からは「自転車というスポーツそのものの人
気が高まっている」という声もあがっており、今後も本格的で
高価な商品が売れる第2波の到来も予想されているようです。

新型コロナで需要急増
“新たな生活様 式” 業績 好調で
今注目を集める自転車業界。 自転車業界好調のニュースは数多くのメディアで取り上げられました。



STORY

自転車で切り拓く、
僕らの未来

新たな一歩を踏み出したTCDの卒業生たち

社会人として新たなるステップへ歩み出した、

東京サイクルデザイン専門学校（TCD）の卒業生たち。

世界的にも注目される「自転車」という分野で、

自分たちの未来を開拓していく10名に話を聞きました。

Bicycle & Career Stories of TCD Graduates



　高校生の頃から自転車競技の実業団に所
属するなど、本格的に走る楽しさも知って
いる中山さん。自己流で愛車のメンテナン
スを行っていたが、どうせならもっとしっか
りと基礎から学びたいと思い、TCDに入学
を決めたという。「授業では本には載ってい
ないような深い知識や技術を直接教わるこ
とができ、2年間という短い期間のなかでと
ても成長できたと思います。パイプ1本から、
実際にフレームビルディングができたこと
は今後にも繋がる貴重な経験でした」
　スペシャライズド・ジャパンに入社したの
は、在学中のインターンシップがきっかけ
だった。「スペシャライズドは自転車競技を

やっていた頃から乗っていて、とても革新的
なメーカーというイメージがあり、憧れでも
ありました。まさかこうして大好きなメーカー
の一員として働けるとは、入学当初は思って
もいませんでしたね」。現在、中山さんは同
社の自転車のアフターサービスを行う部署
で日々業務に励んでいる。「全国に約200店
舗あるスペシャライズドの取扱店様から問
い合わせを頂きますが、皆さんもプロなの
で常に気を抜けないですし、日々勉強です」
　今後は、同社のサービスや製品普及を担
当する部署も経験してみたいと、スポーツ
医学検定の勉強もするなど、日々チャレン
ジを続けている。

中山さんが働くアフターサービス部署では、プ
ロショップなど全国約200店舗あるスペシャル
ライズド取扱店から、様々な問い合わせの電
話がかかってくる。また、ショップでは作業でき
ない専門的な修理も行っており、中山さんはホ
イールの修理も担当している。
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学生の頃から憧れていたメーカーで
日々チャレンジしながら奮闘中

1974年の創業以来、様 な々革新をおこしてきたアメリカ・カリフォルニア
州に本社をおくサイクリングブランド。1F にコンセプトストアを併設した
日本の厚木本社では、本社機能に加えてディーラー向けの研修施設など
も備えている。

https://specialized.com

スペシャライズド・ジャパン合同会社

スペシャライズド・ジャパン／アフターサービス
（23歳）中山  風さん

2018年 自転車プロダクトコース卒



　「いらっしゃいませ」と、元気な声が店内に
響く。大橋さんが勤めるのは、アメリカでシェ
アナンバーワンを誇るスポーツバイクバラン
ド「トレック」。昨年オープンした、岐阜の新
店舗でスタッフとして活躍している。TCDに
入学したのも「自転車ショップで働きたい」
という明確な目標があったからで、まさに夢
を実現させた卒業生の一人だ。
　「高校生の頃から自転車に乗るのが大好
きで、将来は絶対自転車ショップで働きたい
と思っていました。岡山から上京しTCD に
入学しましたが、自転車のこともほぼ何も分
からない状態だったので、毎日が一生懸命
でしたね」

　放課後は自転車ショップでアルバイトする、
自転車漬けの日々。トレックは2年生の春か
らアルバイトを始め、インターンシップを経
て正社員に採用された。
　「トレックは私自身大好きなブランドで、
レディースやキッズモデルの展開が多いのも
魅力です。男性はもちろん、女性や子供たち
にももっともっと乗ってほしい！ なので積
極的にその魅力を伝えていきたいですね」
　大橋さんは入社してまだ間もないが、スタッ
フとして接客やメンテナンス、組み立てなど
幅広い業務をこなしている。広い店内を笑
顔で動き回り、テキパキと働く姿が印象的
だった。

2019年にオープンしたカラフルタウン岐阜店。
大橋さんはオープニングスタッフとして開店当
初から働いているが、新しい店舗を一から作り
あげていく経験はとても貴重だと話してくれ
た。接客ではいかにリラックスしてもらい、お話
ししてもらえるかを心がけているそう。
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大好きなブランドを、多くの人に乗ってもらいたい

世界中で愛されるスポーツバイクブランド、トレックの直営店として2019年
にオープン。トレックが誇る最新のロードバイクやクロスバイクのほか、マウ
ンテンバイクやe-bikeまで多彩にラインナップ。

https://www.trekbikes.com

トレック・ジャパン カラフルタウン岐阜店

トレック・ジャパン株式会社／
TREK BICYCLE カラフルタウン岐阜スタッフ

（22歳）大橋  由佳さん
2019年 自転車プロダクトコース卒



　「明確な目標がなく大学に進学するより、
自分が本当に好きなことを仕事にしたいと思っ
たんです」と、TCD入学を決めた理由を話し
てくれた山本さん。1期生として入学し、みっ
ちりと自転車の基礎を学んだ。学生生活を
送った3年間、無遅刻無欠席の皆勤賞で通し
たことからも、山本さんの真面目で誠実な人
柄がうかがえる。
　「同級生たちも、自分と同じ自転車好きば
かりなので話も合うし、学校に行くのが楽し
かったんです。何より自分がやりたいことをやっ
ているという実感があったので、あっという
間の学生生活でした」
　卒業後は、学生時代からアルバイトをして

いたサイクルベースあさひへ就職を決めた。
「進路はすごく悩みましたが、業界のリーディ
ングカンパニーであり、お客様にとって身近
なあさひで働きたいと考えました。現在は副
店長として、接客からメンテナンス、組み立て
や発注など、さまざまな業務を任されていま
すが、お店作りに密接に関われるので、とても
やりがいがあります。お客様に満足して帰っ
てもらえると、本当に嬉しいです」
　今の目標は、店長としてひとつの店舗を任
せてもらえるようになること。入社以来、持ち
前の真面目さと誠実な仕事ぶりで、着実にキャ
リアアップを果たしている山本さん。その目
標を達成する日も、そう遠くはなさそうだ。

山本さんが勤務する仙台松森店は、サイクル
ベースあさひのなかでも35店舗しかない、ス
ポーツサイクルに特化したスペシャリティスト
ア。より深い知識、技術が求められるが、その
分やりがいも大きいと言う。お客様目線のお
店作りを、常に心がけているそう。
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多くのお客様に、自転車の楽しさを伝えたい

全国に480店舗以上を展開する大型自転車専門店。PB（プライベードブラ
ンド）商品をはじめとした豊富な車種をズラリと取り揃える。仙台松森店は、
多彩なジャンルのスポーツサイクルを常時180台以上取り扱う、スポーツサ
イクルに特化した店舗。

https://www.cb-asahi.co.jp/

サイクルベースあさひ　仙台松森店

サイクルベースあさひ／仙台松森店 副店長
（28歳）山本 拓磨さん

2015年 自転車クリエーションコース卒



接客・販売はもちろん、整備や修理、メーカー
への発注作業など業務内容は多岐にわたる。
店舗では電動アシスト自転車をメインで取り
扱っているので、その魅力をより多くの人たち
に伝えていきたいという。

　TCDには、一度社会人を経験してから転職
を目指して入学する人も多くいる。鶴田さんも
まさにそんな一人で、TCDに入学したのは28

歳の頃。モーターサイクルのバイクショップで、
メカニックとして働いていたそうだ。
  「業務内容自体は面白かったのですが、若い
人があまりオートバイに乗らなくなってきたこ
ともあり、業界の将来に不安を感じていまし
た。その点自転車なら、子供から大人まで皆
が乗れるものだし、なくなることもない。先行
き明るいかなと思い、退職してTCDに入学す
ることを決めたんです」
　28歳から、全く新しい業界への挑戦。オー
トバイと自転車は同じ2輪ではあるが、似て非

なるもの。それでも、その選択に対して全く
不安はなかったと鶴田さんは言う。
  「好奇心と行動力があれば道は開ける、とい
うのが僕のモットーなんです。同級生たちも
年下が多かったですが、みんなスタートライン
は一緒。年齢関係なく、それぞれが違うバッ
クボーンをもっているのは当然のことなので、
在学中に年齢を気にしたことは全くなかった
ですね」
　現在、鶴田さんはこれまでの経験を活かし、
Y’s roadの都市型バイクに特化したコンセ
プトショップの立ち上げから関わり、忙しい日々
を送っている。笑顔を絶やさず、生き生きと
店内を走り回る姿が印象的だった。

STORY

04日本最大級の規模を誇るスポーツサイクル専門店。2020年にオープンし
たアーバンe-コミューターはシティユースのE-BIKEやクロスバイク等を数
多く取り扱い、都市における快適な移動を提案している。

http://ysroad.co.jp/uec/shinjuku/

ワイズロード新宿店 アーバンe-コミューター

好奇心と行動力があれば道は開ける

ワイズロード新宿店
アーバンe-コミューター／ショップスタッフ

（35歳）鶴田  紘平さん
2015年 自転車プロダクトコース卒
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カタログ制作以外にも、イベント用タペストリーのデザインも担当している西
薗さん。仕事で自転車そのものに触れる機会は少ないが「TCDで学んだ技術
や知識がデザインを考える上でとても役立っています」と語る。

入社して5年目の川村さんだが、多くの作業を任せてもらえるまでに成長している。
写真はヤスリや工具を使いながら行う仕上げの作業。1mm以下の厚みのパイ
プを傷付けぬよう、集中して、慎重に作業を進めていく。全ての瞬間が真剣勝負。

設計から製造までハンドメイドで行う、LEVELブラン
ドを擁するマツダ自転車工場。競輪の世界で培った
フレーム製作の技術を一般用から高齢者向けの自転
車作りにも応用し、幅広くモノ作りを行なっている。

http://www.level-cycle.com/

株式会社マツダ自転車工場 LEVEL

奈良県に拠点を置くサイクルパーツメーカー。チェー
ンリングやクランク類は競輪・トラック競技を中心に
多くの選手に愛用されている。写真はサイクルモード
2019出展時のブースで、西薗さんが担当した。

https://www.suginoltd.co.jp/

株式会社スギノエンジニアリング

　自転車パーツメーカー「スギノ」でデザインに携わる
西薗さんは、自転車に関わる仕事に就きたいとTCDに
入学。さまざまな授業を受けるなかで、ものを「作る」こ
とより「考える」過程が好きなことに気づいたという。「仕
事ではパソコンの前で考えたり悩んでいる時間が大半。
授業でもパーツのデザインやモックアップの制作などを
経験しましたが、考えるという基本の部分は同じ。当時
の学びが現在への糧になっていると感じます」。カタログ
制作から商品パッケージまで。彼は「デザイン」を通じ
て自転車の新たな可能性を探求している。

デザインを通じて、
より深く自転車と関わりたい

株式会社スギノエンジニアリング／技術開発課

（33歳）西薗  喬大さん
2015年 自転車クリエーションコース卒

　競輪を統括しているJKAの登録フレームメーカーとして、
競輪選手の競技用フレームを手掛けていることでも知ら
れるLEVEL。川村さんは、そんなLEVELのフレームに魅
せられた一人だった。どうしてもLEVELで働きたいと思っ
た川村さんは、在学中にTCDの進路相談室に相談しイン
ターンとして働くチャンスを掴み、遂に入社の夢を果たした。
「現在入社して5年目ですが、まだまだ覚えることが沢山あり、
毎日夢中で作業に向き合っているので1日があっという間。
職人の世界は厳しい部分もありますが、とても奥が深く、
毎日が楽しいです」と話してくれた。

職人の世界に身を置き
黙々と作業に向き合う日々

マツダ自転車工場／製造担当

（26歳）川村  翔太さん
2016年 自転車クリエーションコース卒
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　大学を卒業したのち塾講師として働いていた津島さんは、
27歳のときに一念発起して退職。自転車を本格的に学ぶ
ためにTCDに入学したという。在学中に最も印象に残っ
た授業をたずねると、ワーキングバイクの製作を挙げてくれ
た。「新しい構造を考えて、それを形にするのが楽しかった
ですね」。彼が現在働いている車いすメーカー、オーエック
スエンジニアリングとの出会いは学内企業セミナーがきっか
けだ。学校で培った技術や知識を活かしながら、競技用車
いすの製作に携わる日々。「いつか新型車両の開発をやりた
い」と彼は、いまもモノづくりに強い意欲を燃やしている。

「新しいものを考えてカタチにする」
 その喜びが原動力に
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要らなくなったフレームを査定した後に買い取り、整備・クリーニングした後に販
売。接客や事務処理、掃除まで全て一人で行う。「仕事は一人ですが、TCDに通っ
ていたお陰で今でも卒業生たちと情報交換できるので心強いです」

オーエックスエンジニアリングのカスタム部門「レブ」で競技用車いすの製造を担
当。多くの職人たちが集う自社工場で、先輩の高い技術とノウハウを受け継ぎな
がら、ひとつひとつ丁寧に作業をこなす。

日常用／スポーツ用の車いすや、それらの技術を
応用した小径自転車を製造している。大学研究室
や企業と共同で製品開発に取り組むなど、その高
い技術力は産業界からも注目を集めている。

http://www.oxgroup.co.jp

株式会社オーエックスエンジニアリング

スポーツ自転車やロードバイクを主に扱う自転車買
取専門店。店内には整備済みからジャンク状態で
販売しているものまで揃う。買取はもちろん、メ
ンテナンスやカスタムの相談も受け付けている。

https://buychari.com/shop/kawagoe/

バイチャリ 川越店
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　元々大手自転車ショップで働いていた後藤さんは、一
国一城の主になるという目標を実現するための第一歩と
してTCDに入学。第1期生として3年間基礎を学び直し、
卒業後はバイチャリに就職。そしてついに2018年、自身
のお店として、地元の川越にバイチャリ川越店をオープン
させた。まだオープンして間もないが、早くも地域に溶け
込み買取依頼なども多くもらっているという。「今は全て
を一人でこなしているので大変ですが、自分で選んだ道な
ので充実しています。今後はお店を軌道に乗せ、安心して
お客さんに乗って頂けるサービスを増やしていきたいで
す」と語ってくれた。

着実にステップアップを果たし
念願だった一国一城の主に

バイチャリ 川越店／オーナー

（33歳）後藤 秀介さん
2015年 自転車クリエーションコース卒

株式会社オーエックスエンジニアリング／製造担当

（36歳）津島  智泰さん
2015年 自転車クリエーションコース卒
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　「なんとなく大学に進学するより、自分の人生を自転車に
捧げたかったんです」と、松下さんは入学を決めた理由を振
り返る。現在の仕事は自転車雑誌『サイクルスポーツ』の
編集者だ。「就職で悩んでいたとき、学校の先生に向いて
いるのではとアドバイスされたことがきっかけです。予想外の
進路でしたが、誌面で紹介する自転車を組み立てるときなど、
学校で身につけた技術が活きる場面はとても多いです。同
級生が同じ業界にいるのも心強いですね」と話してくれた。
今の目標は1日でも早く先輩編集者たちに追いつき、誌面
をもっと面白くすること。松下さんの今後が楽しみだ。

雑誌というメディアを通して
自転車の魅力を発信したい
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入学前までは製造業に就いていた植田さん。TCDへの入学は、年齢的にも大き
な決断だったと当時を振り返る。それだけに、在学中は講師陣に積極的に質問を
して、人一倍貪欲に学んでいたそうだ。

小学生の頃から自転車少年だったという松下さん。速く走ることよりも、遠くへ旅
することに自転車の楽しさを見出している。卒業後には、「今しかチャンスはな
い！」と一念発起。3ヶ月かけて日本一周を達成した。
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TCD第一期生である植田さんが、卒業後に地元滋
賀県で立ち上げたブランド。2018年に新しい工房を
立ち上げ、ロードバイクからシティサイクルまで、オーダー
メイド自転車を幅広く製作している。

https://www.macchicycles.com

マッキ サイクルズ

八重洲出版が発行する自転車専門誌。1970年4月
創刊という長い歴史を持ち、日本の自転車シーンを牽
引してきた。新製品の紹介からマニアックな実験もの
まで、読者のニーズに寄り添った企画が人気を集める。

https://www.cyclesports.jp

サイクルスポーツ

　現在はフレームビルダーとして活躍する植田さんだが、
そもそもTCDに入学したのは、ショップを開くためだっ
たという。「でも、ビルディングの授業で作ることの楽し
さに目覚めてしまったんです。学校では巨匠たちから学
ぶことができるので、当時はその技術を盗んでやる！ と
いう気持ちで授業に臨んでいました」。少しでも腕を磨
こうと、在学中から工房も立ち上げた。「お客さまの要
望を聞き出して、まだ世にないものを作り出す。そこに
携われるビルダーという仕事はとてもやりがいがあります。
良いものをしっかり作る。その基本を実直に続けていき
たいですね」

まだ見ぬ自転車を世界へ
人の思いを形にできる喜び

マッキ サイクルズ／フレームビルダー

（44歳）植田  真貴さん
2014年 自転車プロダクトコース卒

株式会社八重洲出版／
サイクルスポーツ編集部 編集者

（26歳）松下  功樹さん
2016年 自転車クリエーションコース卒



　こんにちは。

東京サイクルデザイン専門学校学校長、酒匂（さこう）と申します。数ある専門学校の中、皆さんが

本校のパンフレットを手に取っていただいたことに大変感謝いたします。  

　皆さんは、1970年代に「フラッシャー」という名前の自転車が当時の小学生の間で爆発的な人気

を博したのをご存知ですか？　子供用自転車と言ってもリトラクタブルライトの灯火機能、セミ

ドロップハンドル、ディスクブレーキ制動システム、トップチューブ変速シフターと、やたらと豪華

で機能満載の自転車でした。その中でも当時の子供たちの心を最も捉えたのが、後部キャリアーに

搭載された「フラッシャー」と呼ばれる大型ウインカーです。子供たちはこのウインカーを点滅させ

ながら、夜の街中を駆け抜ける自転車に情熱をかけました。その後、一世風靡したフラッシャー自

転車は70年代後半にはその姿をすっかり見せなくなります。少しだけ年齢を重ねた彼らの憧れは、

ランドナーやマウンテンバイクなど、もっと大人っぽくてスタイリッシュな自転車で山や海に出か

けて行くことに変化していきました。

　いつの世代でも自転車への憧れは、若者の成長とつながっています。「自転車好きの若者が集い、

自転車を通して大人になる」、本校はそんな場所でありたいと願っています。 いつか皆さんと学校

でお目にかかれる事を楽しみにしています。 

『自転車への憧れ』を成長につなげる場として

学校長

HIROSHI SAKO

酒匂 博

MESSAGE



［TCDの4つの特長 ］FEATURE
日本初“自転車教育”に特化した本校は、業界の
注目も高く、さまざまなかたちでの後援をいただい
ています。認可校なので交通機関の学割や公的
奨学金の利用も可能です。

日本初の自転車専門学校01
Feature

企業との密接な連携により、実践的な職業教育
の質の確保に組織的に取り組む専門学校が、
文部科学大臣より認定される「職業実践専門課
程」。本校はその認可校です。

職業実践専門課程の認定校02
Feature

自転車競技日本代表のサポートスタッフ、海外
レースチームのメカニック担当者などが授業を担
当。“世界レベル”の技術と知識を学べるチャンス
です。

ハイレベルな講師陣03
Feature

自転車業界に精通した就職専任スタッフが学生
一人ひとりを徹底サポート。「こんな仕事がやりた
い」という学生の声を聞き、業界からの求人との
マッチングを行います。

充実の就職サポート04
Feature

［ コース紹介 ］COURSE

1312

自転車の仕組み、ビルディングや組付け、
デザインなど、自転車業界への就職を目指
すのに欠かせない知識や技術を2年間で
修得。最短の就学で就職を目指す方にお
勧めのコースです。

BICYCLE PRODUCT
COURSE
自転車プロダクトコース  

2年制 

BP

2年間で培ってきた技術を用いて、自身で
考案した自転車を製作していきます。“自
転車”という乗り物が持つ、大いなる可能
性を探求し、自身の作品を世界に発信する
コースです。

BICYCLE CREATION
COURSE
自転車クリエーションコース 

3年制 

BC



※通学曜日は入学式当日にお知らせします。
※授業内容によってオンラインで実施するカリキュラムもあります。

月曜から土曜日のうち週5日間

授業日

（ 例 ）

DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 DAY5

9：30 -  11：00 ◯ ◯ ◯ ◯ －

11：10 -12：40 ◯ ◯ ◯ ◯ －

13：40 -15：10 ◯ ◯ ◯ － ◯

15：20 -16：50 ◯ ◯ ◯ － ◯

「自転車を総合的に学ぶ」 
TCDの3つのカリキュラム
自転車の世界に興味を持ち、毎年入学されるた
くさんの学生の皆さんは、一人ひとり違った個性
を持ち、さまざまな可能性を持っています。その
可能性を大きく広げ、将来の選択肢を増やすこと。
それが自転車に関する知識・技術を総合的に学
ぶ TCDのカリキュラムの目指すところです。

TCD

自転車を知り尽くし、
高い技術力を持つ講師が担当。
フレームに命を吹き込む、

日本最高峰の整備技術を学びます。

メンテナンス
MAINTENANCE

フレームデザインから商品企画、
プレゼンテーションまで、
自転車に関する“デザイン”を
幅広く学ぶカリキュラムです。

設計・デザイン
DESIGN

自転車フレーム製作を学べる
日本唯一の公的教育機関であるTCD。

オリジナルブランドを展開する
プロ講師が卓越した
技術を伝承します。

製 作
BUILDING

1st YEAR 2nd YEARCURRICULUM 3rd YEAR

［ カリキュラム ］CURRICULUM



※ カリキュラムは毎年見直されます。

3
年
次

□ TIG溶接応用
　  チタン・アルミの溶接加工を通じ、

　  TIG溶接の技術を修得する。

□ Social Bicycle
　  限定的なターゲットに向けた自転車を設計・製作する。

□ 産学協同授業（企業コラボレーション）

□ 素材研究

□ 「自転車技士」資格受験サポート

□ 競技用フレーム研究

□ サイクルイベント出展

□ 卒業制作展

□ フレーム強度実験
　  製作した自転車が衝撃や振動に耐えうる強度を

　  持っているかを検証する。

□ Photoトレーニング
　  自転車の撮影実習。
　  美しさの演出ルールや動体の撮り方などを学ぶ。

□ 「スポーツバイクメカニック検定」
　 特別授業

3年次専門カリキュラム

１
年
次

2
年
次

□ 分解組立実習2
タイムトライアル形式で実践力を身に着ける。

□ 多種自転車整備実習 　
campagnoloコンポーネント、フルサスサグ調整、
サスペンションフォーク、幼児車、クロスバイク、BMX、
完組ホイール、電動アシスト自転車、トラックバイクなど、
流通する代表的な車種の整備力を身につける。

□ 自転車安全整備士・自転車技士対策
資格対応プログラム。安全に整備する技術の習得を目指す。

□ バイシクルビジネス
卸、小売など、自転車業界における様 な々業種や、
店舗経営のノウハウについて学ぶ。

□ パーツオーバーホール
パーツのメンテナンスや修理方法を学び、技術力と応用力を養う。

□ 自転車基礎知識
自転車の種類、各部名称、交通ルールついて学ぶ。

□ サイクルパーツの基礎
パーツの名称、機能、規格について学ぶ。

□ 分解組立実習1
「シティバイク」「ロードバイク」
「クロスバイク」の分解、組立、
調整について講義、実習から学ぶ。

□ ホイール組
ホイールの構成パーツや役割、組み立てについて学ぶ。

メンテナンス

□ ビジネスコミュニケーション
自転車ビジネスの考案と
プレゼンテーションテクニックの習得。

□ ミニベロフレーム設計
ミニベロの基本設計を学ぶ。

□ パーツ商品企画
 市場をリサーチしポジショニングマップを作成。
ターゲットを想定した新商品の提案を行う。

□ グラフィックデザイン
ジャージのデザインを通して
イラストレーションソフトのスキルアップ。

□ ターゲットを想定した
バイクデザイン
年代別ターゲットユーザーを想定した
自転車のプランニング。

□ CAD操作応用
3Dプリンターによるサンプル造形を行い、
動作確認とプレゼンテーションを行う。

□ サイクルデザイン史
自転車の歴史、変遷について学ぶ。

□ 製図基礎
3面図の理解と製図基礎トレーニング。

□ CAD操作基礎
3DCADソフト「ライノセラス」の操作修得。

□ プロダクトデザイン１
スタイロフォームやケミカルウッドを使った
造形デザイン。

□ エアロダイナミクスデザイン
ミニ風洞実験装置を使った
インダストリアルクレイによる造形トレーニング。

□ サイクルコミュニケーション
自転車のルールと未来を考える。

設計・デザイン

□ 機械加工実習（旋盤・フライス盤）

□ パーツ加工3～キャリア製作

□ ラグレスフレームビルディング
～シクロクロス～

□ スピードトレーニング

□ ビルディング応用
～オリジナルフレーム製作～

□ ガス溶接技能講習
アセチレンガスバーナーの
安全な使用方法を学ぶ。

□ ビルディング基礎

□ パーツ加工1 ～ラグ～

□ ロウ付け実習
フレームを溶接する際のロウ付け技術を
修得する。

□ パーツ加工2
～フィレット仕上げステム製作～ 

□ ラグドフレームビルディング
～ロードバイク～

製 作

●アーク溶接特別教育
　 「アーク溶接特別教育」を受講し、
　 TIG溶接工法の実技・講義を行う。

※BCコース（3年制）専攻カリキュラム

TCD TOKYO COLLEGE of CYCLE  DESIGN 1514

自転車プロダクトコース（2年制）・自転車クリエーションコース（3年制）



メンテナンス

「シティバイク」「ロードバイク」「クロスバイク」の分解組立を通

して、車種の違いによる自転車の構造やパーツの違い、作業手

順や工具の取り扱いを学びます。講師の実演や解説を参考に繰

り返し実習を行い組立技術を習得します。

スポークを交錯させて組むホイールを「タンジェント組み」とい

います。その中でも基本的な組み方「イタリアン」「JIS」につい

て学びます。ホイールの構成パーツ、スポークの通し方、組み方

を理解し、ホイール組みの実習を行います。

分解、組立実習

ホイール組み

メンテナンス基礎知識

自転車の種類、各部名称、交通ルールなどの自転車の知識から、

ボルトや部品の規格、各種ケミカル類、工具の取り扱いなどメ

ンテナンスに必要な知識をしっかり学びます。

MAINTENANCE

1年次はメンテナンス、製作、設計・デザインの基礎となる技術・知識を学びます。
講師が一から指導していくので、自転車に関して全く初心者という方でも
安心して学んでいけるカリキュラムとなっています。

［ 1st YEAR CURRICULUM ］1年次
カリキュラム

1st YEAR 2nd YEARCURRICULUM 3rd YEAR



製作

ロードバイクフレーム製作

クロムモリブデン鋼（クロモリ）を中心素材に、ロードのフレームを

製作。図面の読み取りやフレームの基礎構造、治具の扱い方を学び、

基本的な製作方法をマスターしていきます。自分のサイズで製作を行

うので、塗装・組付けを行えば完成車として乗ることも可能です。

パーツ加工

ベーシックなラグの加工、研磨・切削技術の習得からスタートし、

パイプの接合部分に合わせて切削を行う「座ぐり」やラグレスの接合

方法、キャリア製作、フィレット仕上げステム、オリジナルラグの

製作など、さまざまなパーツの加工技術を学びます。

プロダクトデザイン

使いやすさや美しさをカタチにする技術を学びます。自転車だけでな

くマウスやヘルメットなど、身体に関わるさまざまなアイテムのデザイ

ンや、流体力学を理解するための風洞実験まで、すぐれた機能性を

持つカタチ、人体へのストレスが少ないカタチとは何かを追求します。

製図基礎（CAD）

自転車の歴史を知るところからスタートし、2輪車が自立走行できる

仕組みやJISなどの工業規格を学習。精度の高い設計を目指します。

自転車の設計に欠かせない“CAD”の操作方法や画像加工、イラス

トレーションなどのグラフィックソフトも習得します。

（  共 通  カリキュラム  ）

2年制 

BP
3年制 

BC

BUILDING

設計・デザイン
DESIGN

TCD TOKYO COLLEGE of CYCLE  DESIGN 1716



メンテナンス

商品の仕入れの実際、販売促進の考え方、ディスプレイのノウ

ハウなど、店舗運営のための具体的な例をショップオーナーでも

ある講師がレクチャー。将来、起業やショップ開業を目指す方

のニーズにマッチした実践的カリキュラムです。

販売学

多種自転車整備実習

クロスバイク、フォールディング、電動アシスト自転車、トラッ

クバイク、幼児車など、多種多様な車種の組付けや、shimano 

Di2、campagnoloコンポーネント等のメンテナンス方法を学び

ます。自転車の種類やパーツメーカーによって必要とされるメ

ンテナンスもさまざま。TCDではそれぞれの特徴に合わせた

メンテナンス技術を2～3名のプロ講師がレクチャー。多くの

熟練講師から学ぶことは、さまざまなケースに対応できるス

キルを養い、自分に合ったメンテナンススタイルを確立でき

るという点で、大きなメリットといえます。

MAINTENANCE

2年次
カリキュラム

取扱う車種も多種多様になり、販売学や自転車業界の研究など、
学びの幅も広くなる2年次。1年次で身につけた知識・技術の応用を学び、
さらに高度で実践的なテクニックの修得を目指します。

［ 2nd YEAR CURRICULUM ］

自転車安全整備士、自転車技士資格の詳細を学び、筆記試験、

実技試験の対策を行うプログラム。令和２年度より自転車技士

認定校に登録され、本校カリキュラム（2年）の修了で実務経験

（2年）が免除となりました。3年制の自転車クリエーションコー

スでは在学中に資格を取得することが可能です。

自転車資格取得プログラム

1st YEAR 2nd YEARCURRICULUM 3rd YEAR



製作 設計・デザイン

シクロクロスフレーム製作

ラグレスフレームの基本構造や製作方法を習得し、シクロクロスフ

レームの製作を行います。また、熱間、冷間のベンディング加工による

パーツ製作や、旋盤・フライス盤などの工作機械の扱い方を学びます。

修了製作 －オリジナルフレーム製作－

「こだわりを持つこと」をテーマに、フレームデザイン（コンセプトの立

案～設計）、フレーム製作、パーツ組み合けと、自転車を１から考え自

分で作るビルディング課題の集大成になります。選抜された完成車

は、ハンドメイドバイシクル展などで展示を行います。

3Dプリンターパーツ製作

現在、さまざまな業界で注目されている「3Dプリンター」を使用し、リ

フレクターなどのアクセサリーや自転車パーツを製作します。造形に必

要なCADデータの作成手順を学び、PC上では測りきれないパーツの

質量や動作確認を3Dで検証していきます。

商品企画 －ターゲットデザイン－

想定したターゲットに向けての商品企画・提案を行います。ターゲット

としている層や使用用途、売り出したい特徴などを分析し、デザイン

を提案。自己満足にとどまらない「商品」としてのモノづくりに必要な

技術や知識を学びます。

BUILDING DESIGN

（  共 通  カリキュラム  ）

2年制 

BP
3年制 

BC
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一般財団法人 自転車産業振興協会が主催する、自転車販売整

備従事者のため講座＆検定試験「スポーツバイクメカニック検定

（SBM）」。通常は自転車販売経験者しか受験することができま

せんが、指導認定校である本校では3年次の授業内で講座を受講、

その後検定試験の受験が可能です。一般合格率が20％程と

いう厳しい試験ですが、在校生から合格実績を挙げています。

スポーツバイクメカニック検定
特別授業

その強度や軽さとともに、金属では難しいフォルムを造形でき

る特長を持つ「カーボン」や、粘りがあり振動の吸収性が高い

フレームを製作できる「チタン」など、新しい素材に対する知

識やその加工方法（TIG溶接等）を学びます。

素材研究・TIG溶接

ただ単にフレーム製作を行うのではなく、「機能のある自転車」

などひとつのテーマを主軸としたバイククリエーションに取り組

みます。製作する車種もコンセプトに合わせて自身で選択。自

分なりにテーマを解釈し図面に起こす発想力、それを形にする

技術力。クリエーターとして必要となる要素を、このプロジェク

トを通してさらに進化させます。

3年次
カリキュラム

2年間の技術・知識の蓄積を活かして、いよいよ本格的な
オリジナルクリエーションに挑む3年生。取り組む課題も、自らの想いや考え、
コンセプトなどを色濃く反映させることのできるものばかりです。

［ 3rd YEAR CURRICULUM ］

フレーム製作 －プロジェクト－

1st YEAR 2nd YEARCURRICULUM 3rd YEAR



“新しい市場開拓と教育開発”という形で企業と学校双方に刺

激のある成果を生みだすコラボレーション授業。学生が企業に

アピールできる絶好の機会でもあります。

産学協同授業（企業コラボレーション）

（  専 門  カリキュラム  ）

3年制 

BC

自転車メーカーとして50年以上の歴史をもつ「パナソニック 

サイクルテック」。同社のオーダーシステムであるPOS（パ

ナソニックオーダーシステム）に向けたデザイン提案を行う

この課題。たくさんのデザイン画のなか、「都市の街並みに

映え、若い方や女性に受け入れられるような新しいカラー・

グラフィックのデザイン」というテーマを見事体現した、自

転車クリエーションコース3年の旭山さんがグランプリを獲

得しました。

常識にとらわれないユニークで斬新なデザインで注目され

ているイギリスのサイクリングパーツブランド『fabric』。学

生たちは同社より新しく開発されたサドルをもとに自転車を

デザインして製作するという課題に挑戦しました。審査員

へのプレゼンでは「企業にアピールするつもりで」と、本気

のクオリティが求められ、回数を重ねるごとに発表のレベ

ルがアップしていくのを実感。現場のプロの方と取り組ん

だ今回の課題で、普段の授業では得られない貴重な経験を

積むことができました。

― fabric×TCD

― パナソニック サイクルテック×TCD
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3年次カリキュラム
次世代の自転車クリエーターの育成の場として、TCDには業界から
大きな期待が寄せられています。多くの注目が集まる中、
自身のクリエーションを外部発信できるというカリキュラムはまさに
3年制コースだけの特権。世界に羽ばたくきっかけとなります。

サイクルモードインターナショナル

国内最大級のサイクルイベント『CYCLE MODE』にTCDのブー

スを毎年出展。学生が製作したオリジナル自転車を展示します。

国内外の自転車業界関係者、そして多くの自転車ファンに自身

の作品を見てもらう絶好のチャンス。TCDだからこそ実現できる

カリキュラムです。

2019年のサイクルモードインターナショナルでは、中国の電動アシストユニットメーカー「バー
ファン」の協力のもと、学生たちが独自のアイデアでまったく新しいeバイクの製作にチャレン
ジ。特にチェーンレスの折り畳みeバイクの注目度は高く、「ぜひうちで商品化を」という引き
合いも多数いただきました。

2019年のサイクルモードインターナショナルの様子

1st YEAR 2nd YEARCURRICULUM 3rd YEAR



3年間の学びの集大成であると同時に、社会へのデビュー作でもあ

る卒業制作。3年生の前半から構想を練り始め、試作を経て2月の展

示会本番に臨みました。半年以上をかけて行う自転車製作、その経

験はバイシクルクリエーターとしての礎となるはずです。

卒業制作展

（  専 門  カリキュラム  ）

3年制 

BC

2020年度 TCD award グランプリ

OrDINは、リムドライブ式オーディ

ナリー型自転車です。古くて新し

いマンパワーな自転車、新しい物

を新たにデザインするのではなく

古い物を新たにデザイン。従来

のオーディナリーは速さを求める

為に乗車の手間やステアリングな

どが不安定でしたが、これらを見

直し過去に実現出来なかった理

想を現代に再現しました。

神戸  俊さん
OrDIN [ Ordinary bike ]

2020年度
卒業制作展サイト
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Student Works
入学時は何もわからなかった学生たちが、授業で得た技術、知識を総動員して作り上げた自転車の数々。
どれも個性と情熱が押し出された作品ばかり。そんなこだわりのオリジナルバイクをご紹介します。

学生作品

クラシックな車体が好きなので巻きステイに
も挑戦。「きれいに仕上がったね」と先生の
言葉が嬉しかったです。カラーリングはチネ
リレーザーのブルーを意識してみました。ワ
クワクさせてくれる青がお気に入りです。

1年次課題フレームで製作

Road bike

Student Works

01

「curious（奇妙な）」という言葉がこの自転
車のコンセプト。フレーム全体を構成する細
身のクロモリパイプは1本ずつ曲げ加工が施
され、強度と見た目のバランスを考慮して配
置をすることでまさしく「奇妙な」カタチと
なっています。

卒業制作作品
キャノンデール・ジャパン特別賞受賞

「curious」／Pist bike

Student Works

02

STUDENT  WORKS



Student Works

03

アマンダの90tカーボンパイプを使用し、カーボンの
手巻き製法で製作。カーボンを太く巻いてから削り
出し、形を整えるのが大変でした。破壊テストを行い、
強度計算も行っています。自らの知識と、積み重ね
た経験を結集した1台です。

卒業制作作品

「NEXT-LaFinale」／Road bike

Student Works

05

女性がリップやネイルの色を選ぶように、その日の
気分で香りを変えられる自転車。心地よいアロマ
が心を癒し、自分らしくいられる空間を生み出しま
す。日々の暮らしに溶け込むシンプルな一台を目
指しました。

卒業制作作品

「SACHET.」／ Commuter bike

TCD TOKYO COLLEGE of CYCLE  DESIGN 2524

Student Works

04

今までにない快適なグラベルツーリング。リアサスペン
ションが最高の乗り心地とトラクションを生み出し、特徴
的なトラスフレームが快適な乗り心地に貢献。広く空いた
シート下のスペースには荷物のパッキングにも最適です。

卒業制作作品

「GAZELLE」／ Gravel bike



Student Works

06

高齢化社会に向け、ジャイロ効果を利用し低速でも倒れ
にくい自転車を考案。中央のジャイロホイールで最大の
効果を得るため、リムに鉛を付けパテを盛り重量を増やし
ました。また回転数を上げるため、チェーンリングを大き
な物に変更しています。

卒業制作作品　TCD award グランプリ、
トレック・ジャパン特別賞受賞

「SLOW KEEPER」／Mini velo

Student Works

08

より面積の大きい荷台を重心の低い位置に持つ自転車。
ヘッドチューブを内蔵している特殊なハブを製作すること
で、一般的な自転車で前輪を保持している「フォーク」とい
う部分をなくし前輪の上のスペースを大きく確保しました。

卒業制作作品 

「ガタロ」／Commuter bike

Student Works

07

細身のパイプで構成されたトラスフレームは水平・垂直
方向に柔軟でありながらねじれに強く、フレームに前カゴ
が直接固定されることによって重量物にハンドルを取ら
れることなく操作できます。

卒業制作作品 

「Brackish」／Commuter bike

STUDENT  WORKS



Student Works

10

電動ユニットの漕ぎ出し時におけるアシストの強さを、短距
離で最高速へ到達できることと捉え、200mの距離を競う
新しい自転車レースの興業を提案。ASTERIOSは「自転
車ドラッグレース」のためのeバイクです。

3年次ワーキングバイク課題作品

「ASTERIOS DRAG RACE 
for BICYCLE project」／e-bike

Student Works

09

マオリ語で小さいを意味するe-バイク。サドルを下げ、
ハンドルを収納すればリアキャリアと後輪で自立し、ロッ
カーに収まるほどの大きさに。バイクにチェーンはなく、
BBのセンサーがクランクの回転を感知し、モーターを動
かす仕組み。

3年次ワーキングバイク課題作品

「ITiiTI（イティ）」／e-bike
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Student Works

11

災害時に役立つ自転車をテーマに作られたこの自転車は、
電気の配線からギアの構成まで、ゼロから調べ上げて学生
が製作。軽い負荷でギアの回転を1500回転まで高める
ことに成功した。50Wほどの発電量でスマホを同時に
10台は充電可能。

3年次ワーキングバイク課題作品 

剛脚くん
－Power Generation in the Leg－



自転車の専門教育機関として業界人や

企業とのつながりを高め、さまざまな連

携体制を確立した本校。その結果、毎年

多くの有名企業が本校に足を運び、業

界の現状や専門分野について、セミナー

を通じて学生たちに伝えてくれます。

特別授業
日本初の自転車専門学校として業界の注目を集めるTCD。企業やメディアのご協力のもと、
特別セミナーや学外研修、企業見学など、通常授業以外にもさまざまな学びの場が準備されています。

さらなる技術力アップを目指す学生のた

めに、希望者参加のスキルアップゼミを

開催。これまでに「バイクフィッティングゼ

ミ」「内蔵工作ゼミ」「マウンテンバイク

ゼミ」や、姉妹校（専門学校ヒコ・みづの

ジュエリーカレッジ）主催の「サドルバッグ

制作ゼミ」などの講座を開講しています。

SKILL UP SEMINAR
スキルアップゼミ

SPECIAL SEMINAR
特別セミナー

競技用車いすの開発を手掛ける同社の開発担

当者より“車いすのポルシェ”と呼ばれるレーシ

ングマシン開発からレースサポートでの秘話、顧

客密着型商品開発の奥深さについて、実車を前

に語っていただきました。

オーエックスエンジニアリング

イタリアの老舗パイプメーカーのコロンブス。そ

の100周年記念で製造されたチューブの発表会

を本校で実施。セミナーではその歴史や生産過

程の紹介など、来日した同社技術担当者より熱

のこもったトークが行われました。

コロンブス

自転車用工具でお馴染みのKTCのご協力によ

り、工具についてより深く知るためのセミナーを

実施。普段何気なく使っている工具ですが、作業

者として知っておくべきことを改めて知る機会と

なりました。

KTC（京都機械工具株式会社）

ナンバーワン自転車雑誌『サイクル スポーツ』の

編集長をお招きして、バイクインプレッションの

話を中心に講義していただきました。参加した

学生も普段聞けない貴重なお話に熱心に耳を

傾けていました。

サイクル スポーツ

SPECIAL LESSONOTHER  PROGRAM



世界的フレームビルダーやアーティストか

ら直接指導を受けることのできるワーク

ショップを定期的に開催。リアルタイムで

海外と繋がり、オンライン上でレクチャー

を受けるワークショップなども実施し、グ

ローバルな視野を広げる、良いきっかけと

なっています。

アメリカの有名美大でプロダクトデザイ

ンを教えるキプラ ニコラス氏を招き、デ

ザインについて徹底的に学んだ4日間。

デザインの根底にあるのは「相手が求め

ている事柄をどのように形にし、いかに

提案するか」であり、そのためにも洞察力

が大切であることを学びました。学生に

はテーマに沿った自転車のプレゼンテー

ションといった課題が次 に々与えられ、発

想力と具現力が試されました。

WORK SHOP
ワークショップ

CREATIVITY CAMP
クリエイティビティキャンプ

ドン・ウォーカー氏 ワークショップ

世界最大規模のハンドメイドバイク展示会「NAHBS」の主催者で、フレームビルダーとして20年以上

のキャリアを持つドン・ウォーカー氏が来日。ビルディングとメンテナンスの特別授業を開催していた

だきました。

ジャンニ・ペゴレッティ氏 ワークショップ

イタリアのハンドメイド自転車ブランド「DeAnima（デアニマ）」のジャンニ・ペゴレッティ氏のオンライ

ンワークショップでは、支給されたパイプにグラフィカルなインクを使ったペイントを考える課題にチャ

レンジしました。

TCD TOKYO COLLEGE of CYCLE  DESIGN 2928



小学校中学年から中学生を想定し、S/M/Lの5サイズを製作。ホイール径は24インチ。パ
イプ選びでは、子供たちが熱心に練習に励んでも壊れないことを考慮して、薄さや軽さより
も壊れにくい厚さのパイプを使うことに決めました。製作に入る前、伊豆・修善寺のサイクル
スポーツセンターで合宿を行い、子供たちが実際に使っているバイクを採寸し、何度も議論
を重ねました。

Track Design@Ralph Schurmann

完成したトラックバイクは修善寺サイクルスポーツセンターへ寄贈。普段はオーバーサイズなバ
イクに乗っている子供たちですが、自身のサイズにぴったりなトラックバイクは乗り心地も良く、
大いに喜んでくれた様子でした。

ジュニア向けトラックバイク製作 ～ワーキングバイク プロジェクト～

WORKING BIKE PROJECT

ジュニア世代のトラックバイク競技人口が増えているにもかかわらず、

子供たちは大きなフレームを無理矢理小さな体に合うようセッティングを

して練習をしているのが今の現状。そんな子供たちにジュニア用トラッ

クバイクを製作し寄贈した今回のプロジェクト。TCD学生が身に付け

たトラック用のクロモリフレームを作る技術と知識を、未来ある子供た

ちのために活用するという大きな意義を持った取り組みとなりました。

社会貢献
自転車を使った地域活性化など、ただ乗るためのツールとしてではなく、
自転車の可能性を拡げ、普及させていく取り組みにも力を入れています。

SOCIAL CONTRIBUTIONSOTHER  PROGRAM



『スペダギ・アトー』プロジェクト

SPEDAGI ATO PROJECT

国際観光デザインフォーラム

INTER TRAVEL DESIGN FORUM

地域おこし手法を学ぶ「世界ヴィレッジデザイン会議」の、『Spedagi Ato

（スペダギ・アトー）』プロジェクトに参加。竹害に悩む山口県山口市阿東

地区の竹で2台のバンブーバイクを製作、阿東地区や山口市街地におい

ての利用方法を提案・発表し、好評を博しました。自転車は単にスポーツや

レクリエーションとしてだけではなく、地域を活性化させる大きな可能性を持っ

たツールであることを実感できたプロジェクトとなりました。

デザインを通じた地域社会への貢献を目的に、さまざまな学校の学生たち

と協力しながら実践的な活動を行う『国際観光デザインフォーラム』に参加。

鎌倉を散策するためのレンタサイクルの提案・製作を行いました。学生自

ら街を散走し、鎌倉の見どころをリサーチしたサイクリングマップも作成。

発表当日は鎌倉市長も駆けつけ、自転車での社会貢献を目指すTCDの

取り組みに耳を傾けていただきました。
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※ 研修旅行は希望参加。訪問先や内容は毎年見直されます。

イタリア、フランスを訪れた研修旅行では名門ブランド カザーティを
訪問。ロウ付けの実演を見学するなど、学生にとって貴重な経験に。

サイクリングロードとして世界的にも有名なしまなみ海道を快走！ みんながお互いを気
遣って連帯感を増すことができるのは、グループライドならではの楽しみ。充実した学外
研修として、だれもが楽しめた旅となりました。

教室を飛び出し、仲間たちと走る楽しさを体験する研修旅行。過去には

自転車道のメッカである「しまなみ海道」のロングライドにチャレンジし

たことも。また、海外研修ではロードバイクの聖地とも言えるイタリア、

フランスにわたり、『CINELLI』『COLNAGO』『CASATI』など名だたる

有名メーカーやハンドメイド工房を訪問。TCDならではのスペシャルな

体験ができる毎年大人気のイベントです。

イベント
在学中は学園祭や研修旅行などイベントも盛りだくさん！
積極的に参加することで、自転車への新たな想いが芽生えます。

研修旅行

STUDY TOURS

EVENTOTHER  PROGRAM



「Re：CYCLING SHOP」は不要となった自転車を再生させ、学園祭にて

展示・販売を行うプロジェクト。廃棄寸前となっている自転車を集め、完全

に分解、オーバーホールし、傷んだパーツはすべて交換。フレームはテーマ

カラーに合わせて塗装しなおし、もとの自転車とは全く違った装いへとリ

メイク。新しく生まれ変わった自転車は毎年ほぼ完売！ 学生たちにとって

貴重な体験となっています。

展示台やパンフレットの制作も学生たちのお手
製。その他にもチェーンを使ったアクセサリーや、
自転車モチーフのストラップなど、自転車パーツを
使った手作りアイテムを販売する学生も。

After

before

学園祭プロジェクト「Re：CYCLING SHOP」

PROJECT
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ジャパンバイクテクニーク
山岳地帯約70kmを走破するツー

リング車をつくり、実際に走って順

位を争う自転車イベント。著名な企

業やビルダーが参加する中、TCD

からも有志学生3チームが参戦し

ました。

相模湖BBQ
サイクリングツアー
ケルビム町田店から相模湖まで、

夏休みを利用したBBQサイクリン

グツアー企画を実施。ロングライ

ドが初めての学生も楽しんで参加

してくれました。



クロモリロードレース
クロモリフレームの自転車限定の

レース。毎年参加しているこの

レースに今年は合計27名が参戦！ 

結果はなんと１年生が6時間チー

ムの部で優勝を成し遂げました！

ABOUT TCD
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［ S T UDEN T 01 ］

辻野  竜輝さん
（20歳・埼玉県出身）

自転車クリエーションコース2年

［ S T UDEN T 02 ］

古谷  深那さん
（20歳 香川県出身）

自転車プロダクトコース2年

学生インタビュー
開校以来、高校生や大学生はもちろん、社会人から留学生に至るまで、
男女問わずさまざまな経歴を持つ方が全国から集っています。

高校では競技部に所属、ロードでインターハイまで出場
しました。TCDへの進学を決めたのは、自転車のこと
にもっと詳しくなりたかったから。競技部時代は自分で
調べて整備をしていましたが、プロからきちんと学びたかっ
たんです。入学した当初は基礎的な実習を「こんなので
きるよ」と思いましたが、それが大間違い！ 先生からき
ちんとしたやり方を教わると、今まで自分がやってきた
方法よりも数倍早い！ しかも丁寧で無駄がない！ すべ
てがそんな感じでしたね（笑）。クラスの仲間とはよく走
りに出掛けています。先日はクロモリロードレースに参戦。
クラスメイトとチームを組んで6時間エンデューロで優勝
することができました。気の合う仲間と自転車漬けの毎
日。卒業までにもっといろんな経験を積んで、充実した
学校生活を送りたいと思います。

プロの技術のすごさを実感

高校はデザイン科だったのですが、放課後は授業と違う
ことをしたいと思い、自転車競技部のマネージャーに。
選手が颯爽と走る姿がかっこよくて、自転車の魅力にハマっ
てしまいました（笑）。TCDに入学したのも、どんなこと
でもいいから自転車に関わって生きていきたいと思ったか
らです。同級生は圧倒的に男子が多いですが、競技部ノ
リで楽しく過ごせました。特に2年次はコロナの影響で
授業がお休みになっても「みんなで頑張ろう！」とクラス
の結束が強くなりましたね。卒業後はカーボンフレーム
の修理会社で働きます。高校時代から知っている企業で、
「ほんとに割れてたの？」と思うほど修理技術がすごいん
です。塗装作業もあるので、デザインの知識も役に立つ
と思います。しっかりと技術を磨いて、いつか母校の競
技部の後輩たちのフレームを直してあげたいですね！

自転車に関わって生きていきたいと決意

STUDENT'S VOICEABOUT  TCD



［ S T UDEN T 04 ］

清水 岳人さん
（23歳・岐阜県出身）

自転車クリエーションコース3年

［ S T UDEN T 03 ］

遠藤  拓海さん
（22歳・福島県出身）

自転車クリエーションコース2年

自転車に関わって生きていきたいと決意

中学生のときに学校に行けない時期があり、そんなと
きに出会ったのが自転車でした。父親の乗らなくなっ
たMTBを自分で修理して乗り出したんですが、それが
思いのほか楽しくて。それをきっかけにちょっとずつ元
の生活に戻ることができたんです。TCDへの進学を決
めたのも、そんな自転車の魅力を多くの人に知ってもら
いたいと思ったからです。入学当初は不安も大きかった
東京での一人暮らしですが、気づけばあっという間の3

年間でした。2年生の夏休みには自作の自転車で実家
まで里帰りしたり、思い返すといい思い出ばかりです。
卒業後は地域おこし協力隊で自転車を使った地域活性
に取り組む予定です。そこからスタートして、ゆくゆく
は自転車を通じて、かつての自分と同じ悩みを抱える方
たちのサポートができればと思っています。

自分を救ってくれた自転車の魅力を伝えたい

高校卒業後にオーストラリアへ留学。好きだった自転車
も持ち込んで、現地の人たちと走ったりしていました。ゴー
ルドコーストを自転車で走るのがとても気持ち良くて。ま
すます自転車が好きになっていきました。そしてそのまま
オーストラリアで自転車の仕事に就こうと思って学校を
探すと、日本人では通えないことが分かって…。ならば
一度日本に戻ってTCDで学び、再び海外を目指そうと思っ
たんです。TCDには自転車仲間がすでに入学を決めて
いて、事前にいろいろ情報を聞いていたので不安はなかっ
たです。授業はビルディングが新鮮で楽しいですね。自
分の手でパイプからフレームが完成したときは本当に感
動しました。だんだん気持ちもビルダー志望になってき
ているかも（笑）。今は完成したフレームを塗装に出して
いて、乗れる状態に完成させるのが目標です。

海外で自転車の仕事を！目指して学ぶ日々
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講師紹介
日本初の自転車専門学校であるTCD。これまでは存在しなかった総合的な“自転車学”構築を目指し、
一流の講師陣が魅力あふれる授業を展開します。

ハンドメイド自転車『CHERUBIM』（ケルビム）を展開
する「今野製作所」を主宰。“伝統と革新の融合”をコン
セプトに、NJS認可のレーサーはもちろん、独創的な小
径車などありとあらゆる車種を製作。その圧倒的な技術
力、パーツの細部までこだわり抜いた精巧な造形美は、
世界中から高く評価されている。ハンドメイドバイシクル
ショウにて『ベストバイシクル賞』を7度受賞。North 
American Hand made Bicycle Show（NAHBS）
にて2年連続の2冠達成。

識されつつあるビルディングの技術、偉大な先
人たちが積み重ねてきたスキルやスピリット
を、私の経験を踏まえ可能な限り皆さんに伝え
て行きたい。伝承されてこそ、文化は成熟する
もの。そしてそこに新たな感性が加わることに
より、自転車文化は更なる発展を遂げることで
しょう。
　学生の皆さんには、モノづくりを通して鍛え
られる広い視野や想像力、自転車を仕事とす
ることへの喜びや誇りを養って欲しい。そして、
自転車を通して、私たちの想像を超える新しい
文化や未来を築いていくことができる人間を目
指して欲しいと思います。

　走る、つくる、創造する……。私にとって「自
転車」とは、さまざまな表情を見せてくれる最
高の道具です。
  「走る」ことは、自由を与えてくれます。
　原動力は自分自身。人間の少ないパワーを
最大限に発揮させてくれる、人類の発明した
もっとも偉大な道具のひとつだと思います。
  「つくる」こともまた私に、自由な発想を与え
てくれます。
　車やモーターサイクルでは全ての工程を自分
一人で達成することは不可能に近い。けれど
自転車は、自分の手で想像を形にします。　
　授業では、もはや日本の伝統工芸として認

自転車文化の更なる発展を目指して

Profi le

［  L EC T URER 01 ］

今野  真一

教育顧問 
ビルディングカリキュラム担当

LECTURERSABOUT  TCD



ロフェッショナルが揃っている。私自身、尊敬
する先生方と働くことで勉強になっているし、
固定概念に捕らわれない学生たちの発想力に、
刺激を受けることも多いんですよ。

　アメリカで生まれ育ち、10代から競技選手
として、その後はメカニックとして自転車に携
わってきました。世界的に見ても、日本のメ
カニックの質は非常に高いんです。技術はも
ちろん、仕上がりの美しさや作業の緻密さも大
切にする。日本で通用する技術力があれば、
世界中どこでも通用するはずですよ。
　TCDの強みは、そんな日本の技術力を学べ
るカリキュラムの数々。多様な自転車の知識
を、これだけ集中して習得できる環境は他にな
いと思います。メンテナンス授業では、自転
車一台の完全分解と組み立てを繰り返すこと
で、ネジひとつの役割まで熟知した基礎が身に
付きます。自転車の技術は日々進化している。
新しい技術に柔軟に対応する応用力は、こう
した基礎がなくては発揮されません。
　そしてTCDには、情熱に溢れた各分野のプ

日本の技術をしっかり学べば、世界での活躍も夢じゃない

日米で培った20年以上の自転車経験を活かし、予約制スペ
シャルショップ『ALPHA』を設立。UBIアドバンスドメカニッ
ク認定、USA Cycling レースメカニック認定。

Profi le

くらい夢中になってもらいたい。
　意識を高く持つ、夢がある人は計画的に、そ
れを叶えるためのアドバイスならいくらでも話
してあげたいですね。

  「良い人材がいない」。最近の自転車業界でよ
く聞くフレーズです。私もショップ店長として
何人も採用してきましたが、これは！といった
逸材に巡り会う機会はそうそうありません。圧
倒的に技術力が足りないのです。T CDで学ぶ
のはその技術力。自転車人として生きていく、
そのスタートラインに立つための力です。私が
担当するメンテナンス授業では、常に3～4名
の講師がニュートラルな授業内容をベースに、
それぞれの考え方や得意分野をプラスして学生
を指導しています。多くのプロ講師から学んだ
さまざまな技術は、非常に大きな武器になりま
す。自分のスタイルを確立するにしても、まず
は多くのことを知らなければなりません。それ
を学ぶチャンスが TCDにはあります。
　学生にはもっともっと自転車を好きになれと
言いたいです。24時間自転車のことを考える

自分の武器を確立する大きなチャンス

“旅の自転車専門店”を掲げる「velocraft（ベロクラフト）」
店長。著書『旅する自転車の作りかた』は、プロメカニック
が密かに虎の巻としているベストセラー。

Profi le

［  L EC T URER 0 2 ］

大槻 正哉
メンテナンスカリキュラム担当

［  L EC T URER 0 3 ］

関根  卓
メンテナンスカリキュラム担当
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講師紹介

や時計など他分野のことを学んでいる学生もい
ます。その環境を活かして、ぜひただ学ぶだけ
でなく、1人の人間として、視野を広げながら
学生生活を楽しんでほしいですね。

　まだまだ世の中で認知度が低いフレームビル
ダーという職業ですが、力仕事は少なく、実は
女性でもできる仕事。私は数多くの競輪選手
が乗るNJSフレームを作ってきましたが、その
なかで痛感したのは、基礎力の大事さです。ど
んな業界でも一緒ですが、基礎が身についてい
なければ、その上にいくら応用力をつけたとこ
ろで必ず崩れてしまいます。地味で嫌な作業に
こそ意味があります。皆さんには、学生のうち
に基礎をしっかりと固め、引き出しを増やして
欲しいなと思います。それが必ず後の自分を救っ
てくれますから。
　あと、私としてはせっかく恵まれた環境にい
るのだから、自転車以外のことに目を向けてみ
ることもおすすめします。実は応用力や活用
力というのは、意外なところから産まれるんで
すよ。学校には自転車だけでなく、ジュエリー

最後に自分を救ってくれるのは基礎力

出版社の編集者からビルダーに転身。自転車関連の総合卸
を行う岩井商会で、ガンウェルブランドの競技用フレームを製
作。フレームビルダーとして多くの実績と豊富な経験を持つ。

Profi le

学べる学校は、世界的にも珍しいもの。同時に
多くの良きライバルと出会えるチャンスでもあ
るので、自転車を仕事にしたい人にとってはこ
れ以上ない環境に違いありません。

　フレームビルダーになってから30年以上が
経ちますが、一人で製作に没頭したいという思
いもあり弟子をとったことはありませんでし
た。でもTCDの設備やカリキュラムがとても
充実していることに驚き、講師を引き受けるこ
とに決めました。
　授業ではこちらのほうが勉強になることも
多いんですよ。授業中に出た学生の疑問を検
証するために実験をしたら、想像以上に良い結
果が出てきたり。常識にとらわれずにさまざま
なやり方を模索するので、思わぬ技術や手法
が生まれるんですね。
　TCDには10代から50代まで幅広い年齢層
の学生がいますが、授業中、年齢差を感じるこ
とは全くありません。きっと「自転車」は、ジェ
ネレーションギャップなく学べる普遍的なテー
マなんでしょう。自転車をこれだけトータルで

ジェネレーションギャップのない「学び」の機会

サイクルワークス・ムラヤマ主宰。高い技術力でつくられた
『ストラトス』の自転車は、その圧倒的な性能に競輪選手か
ら絶大な信頼を寄せられている。

Profi le

［  L EC T URER 0 4 ］

村山  司
ビルディングカリキュラム担当

［  L EC T URER 0 5 ］

北島  有花
ビルディングカリキュラム担当
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機会でしょうね。学生には「最初の構造設計が
悪ければいつ事故が起こってもおかしくない」
ということを常に感じつつも、自由な発想で自
転車と向き合い続けてほしいですね。

　これまでに、スポーツバイクからシティサイ
クルまで多種多様な自転車の開発・設計に携
わってきました。会社に所属している場合は、
その組織の目的や方針に沿って、もっとも効
率良く利益をあげるやり方が求められます。こ
れまでの私の経験を例にあげてレクチャーして
いくのは簡単ですが、これから学生が進んでい
くであろう進路はさまざま。どんな職種につい
てもベースとして役立つよう、自転車全般の歴
史から構造までを学べる、幅広い授業内容を心
がけています。
　中でも力を入れているのは、自転車の強度と
構造の関係について。経験上、実際に破断し
た自転車の写真や資料を持っているので、そ
れを見せながら「なぜそうなったか」を解説して
いくんです。メーカーがこのような情報を公開
することはまずありませんから、非常に貴重な

安全性を理解したうえでの自由な発想を期待

株式会社ミヤタサイクル元顧問。自転車のプロダクトデザ
イン、企画開発職に40年以上従事。日本だけでなく台湾、
韓国、中国の企業でも活躍。

Profi le

OTHER LECTURER

株式会社『エクスゲート』代表。自転車の市民権確
立を目指し、講演やテレビ出演など幅広く活躍。

内海 潤

NPO法人自転車活用推進研究会理事。『自転車
ツーキニスト』『自転車の安全鉄則』など著書多数。

疋田 智

科長。多摩美術大学絵画科油画専攻卒。1級貴金属
装身具製作技能士。自転車技士、自転車安全整備士。

高橋 晶

本校卒業後講師として従事。

原田 海斗

セントラルセイントマーチン美術大学卒。WEBデ
ザイン制作会社のプロデューサーとして活躍。

横溝 志郎

『デザインドッグス』代表。WEBコンテンツの制作
からプロダクトデザインまで、幅広く手掛ける。

島川 貴司

本校卒業後講師として従事。

黒須 執極

『デザインルーム』代表。企業から個人向けまで、さま
ざまな実践的内容のプロダクトデザインを手掛ける。

橘 晃

バイクショップ『SAKURAMENT』主宰。数々のプロ
ショップや、Jプロツアーチームの選手を経験。

鈴木 久仁寛

インダストリアルデザイナーを経て、水野学園デザ
イン担当講師として長く活躍。

橋本 博匡

株式会社イーズアソシエイツ主宰。関野吉晴氏の『グ
レートジャーニー』の自転車メカニックとして活躍。

遠藤 光紀

『自転車コーキ屋』主宰。自転車安全整備士、自転車
技士取得。米国スペシャライズド社での研修を経験。

濱中 康輝

『BIKE&HIKE』代表。大学の競技部や世界選手
権チームのメカニックとして世界で活躍。著書多数。

竹内 正昭

学校長。多摩美術大学美術学部卒。英国のエジンバ
ラ・カレッジ・オブ・アートにて修学。

酒匂 博

学科長。カリキュラム開発担当。1級貴金属装身
具製作技能士。

髙橋 政雄

［  L EC T URER 0 6 ］

齋藤  昭彦
設計・デザインカリキュラム担当
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就職結果・内定者紹介
「自転車の世界で働く!」という夢を実現した学生たち。
学校で蓄積した知識と経験を携えて、業界に新しい風を吹き込む人材になることを期待しています !

株式会社 ジャイアント
1972年に台湾で創業した世界最大
規模の自転車メーカー「ジャイアント」
の日本法人

総合職（21歳／男）

トレック・ジャパン
株式会社

アメリカでシャエNo.1を誇るスポー
ツバイクメーカー『トレック』の100%
出資子会社。

販売・修理（19歳／男）
販売・修理（20歳／男）
販売・修理（22歳／男）
販売・修理（27歳／男）

サイクルヨーロッパ
ジャパン 株式会社

取扱いブランド「ビアンキ」「プジョー」
「GITANE」、東京に直営店を7店舗
展開。

販売・修理（20歳／男）

ライトウェイプロダクツ
ジャパン 株式会社

取扱いブランド「FELT」「GT」「ライト
ウェイ」、1996年創業の輸入卸売商
社。

総合職（20歳／男）

株式会社
ワイ・インターナショナル

日本最大級の規模を誇るスポーツサ
イクル専門店「Y's Road」を展開。

販売・修理（20歳／男）
販売・修理（20歳／男）
販売・修理（20歳／男）
販売・修理（22歳／男）

DAIWA CYCLE
株式会社

大阪・東京を中心に「ダイワサイクル」
「シルバーリング」「シルバーリングプ
ロ」などの店舗を展開。

販売・修理（19歳／男）
販売・修理（19歳／男）
販売・修理（19歳／男）
販売・修理（20歳／男）

株式会社 アキボウ 「DAHON」や「FUJI」の国内販売代
理店。自社で企画デザインも行う。

企画開発職（32歳／男）

株式会社 岩井商会
ガンウェルブランドを始め、高級レー
シングサイクルなどを取り扱う自転車
関連の総合卸。

製造（21歳／男）

内定先企業一覧（抜粋）2021年3月就職結果

（就職希望者に占める就職者の割合）

96.7%

就職率

3.13倍
（学生1名に対する求人数）

求人倍率

有限会社 アイラブサイクルアキ 販売・修理 （20歳／男）

株式会社アールファクトリー 設計・開発 （20歳／男）

株式会社あさひ 販売・修理 （20歳／男）

アベントゥーライフ株式会社 総合職 （20歳／男）

浦和興産株式会社 商品管理 （20歳／男）

株式会社 
エアロクラフトジャパン

製造業
製造業
製造業

（21歳／男）
（24歳／男）
（24歳／男）

株式会社 ACJ
製造業
製造業

（20歳／男）
（21歳／男）

株式会社 エス・エイ・アイ メンテナンス （19歳／男）

エム・ジー・エム・グループ 販売・修理 （20歳／男）

株式会社 オオムラ 販売・修理
販売・修理

（21歳／男）
（27歳／女）

株式会社 オリンピック 販売・修理 （19歳／男）

有限会社 今野製作所 製造業 （20歳／男）

サカイサイクル株式会社 販売・修理 （20歳／男）

株式会社CDJホールディングス 製造業 （20歳／女）

しゃりんかん 販売・修理 （19歳／男）

ダイヤ通商 株式会社 販売・修理 （20歳／男）

武田産業株式会社 総合職
総合職

（20歳／男）
（27歳／男）

一般社団法人 たばやま観光推進機構 総合職 （23歳／男）

株式会社デカトロンジャパン 販売・修理 （32歳／男）

株式会社 トイファクトリー 販売・メンテナンス （20歳／男）

株式会社 トーキョーバイク 販売・修理 （20歳／男）

株式会社 日東 商品管理 （20歳／男）

ヒットユニオン株式会社（narifuri）販売・修理 （19歳／男）

株式会社 フィラメンツ（grumpy）製造業 （20歳／男）

株式会社 フォレストアドベンチャー 総合職 （21歳／男）

町のじてんしゃ修理屋さん 販売・修理 （19歳／男）

有限会社マツナガ 販売・修理 （21歳／男）

VanMoof Japan株式会社 販売・修理 （22歳／女）

六本木エクスプレス合同会社 販売・修理 （21歳／男）

100%

希望職種就職率

（希望通りの職種に就職できたかを表しています。）

NEXT STAGEABOUT  TCD



全世界に1万以上の販売店を持つ世界最
大規模の自転車メーカー。自転車及びそ
の部品・付属品の製造・販売を行う。

株式会社 ジャイアント

ガンウェルブランドを始め高級レーシング
サイクル、部品、用品アクセサリーなどを
取り扱う自転車関連の総合卸。

株式会社 岩井商会

2009年にオランダ・アムステルダムで設立。
さまざまなテクノロジーを搭載させた、スマー
トバイクを開発している。

VanMoof Japan 株式会社

アメリカでシェアNo.1を誇るスポーツバ
イクメーカー『トレック』の100％出資子
会社。1991年に日本支社が設立。

トレック・ジャパン 株式会社

Company Data Company Data Company Data Company Data

内 定 者 紹 介

高校生の時に地元甲府のトレッ
ク直営店でアルバイトをしていた
ときから、トレックで働くことが
夢だったので、実現できて本当
に嬉しいです。コロナ禍の今、ア
ルバイト先のショップでも予期
せぬトラブルが多いです。そんな
今だからこそ、お客様により信
頼してもらえるスタッフを目指し
て頑張っていきたいと思います。

高校生からの夢を実現

乗り始めの1台からずっと乗り
続けている大好きなブランドだ
ということと、TCDで積み重ね
てきた自分の実力を試してみた
いと思ったのがジャイアントを
志望した理由です。ショップス
タッフの皆さんがとても親切な
のも魅力に感じている点。自分
もたくさん経験を積んで同じよ
うに活躍したいです。

憧れのメーカーに
見事内定

会社見学ではビルダーとして勤
務されているTCDの卒業生から
仕事内容や京都での生活につい
てお話を聞けたので安心できま
した。プロの競輪選手と直接や
り取りできるのもとても楽しみで
す。まずは下積みの期間になる
と思うので、今のモチベーション
を長期間持続させて頑張ること
が目標です。

勝つためのフレームを
創り出したい

日本に上陸してまだ日が浅い
VanMoofですが、自転車好き
以外の方にも「これだったら買っ
てみたい」と思わせるデザイン
性やブランド力と、日本市場で
の将来性に魅力を感じました。
世界的にみてもVanMoofで女
性のメカニックは珍しいそうな
ので、期待に応えられるように
頑張りたいです。

デザイン好きの自分に
ぴったりのブランド

トレック・ジャパン 株式会社
販売・修理職 内定

金丸 結羽さん （20歳）

自転車プロダクトコース2年

株式会社 ジャイアント
総合職 内定

富田 裕也さん （21歳）
自転車クリエーションコース3年

株式会社 岩井商会
製造職 内定

坪久田 悠也さん （21歳）
自転車クリエーションコース3年

VanMoof Japan 株式会社
販売・修理職 内定

長岡 摩帆さん （22歳）
自転車クリエーションコース3年

 ［ STUDENT 01 ］  ［ STUDENT 02 ］  ［ STUDENT 03 ］  ［ STUDENT 04 ］
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就職支援体制
年間を通して、就職に関するイベントや個別相談を実施。
「履歴書添削」や「模擬面接」はもちろん、企業セミナーなどさまざまな就職ガイダンスも開催しています。

1. 年数回開催される就職ガイダンス。自転車業界の仕
組みや企業のこと、職種などについて詳しく紹介しま
す。 2. 関西地区の自転車企業訪問では競輪用フレー
ム「Gan well」を製造する岩井商会など数社を訪問。
3. スペシャライズド・ジャパン社屋にて、本校学生に向
けた会社説明会を開催。普段見ることのできないバッ
クヤードなども見学させていただきました。

日本を代表する大手自転車関連企業か

ら競輪選手のためのフレームビルディ

ング会社まで、進路相談室には数多く

の求人問合せが続 と々届いています。

求人職種も、製造関連はもちろん企画

デザインや販売修理など、多方面に広

がっています。日本で初めての「自転車

を総合的に学ぶ」本学に対する、自転

車業界の高い期待を実感しています。

教務進路課

平井  匠

“学んだ技術を職にする”。専門学校に入学
する方の多くは、このことを目標にされてい
るはずです。水野学園の「進路相談室」で
は学生一人ひとりの希望や適性に合った進
路探しを徹底サポート。プロの現場を体験
できるインターンシップや会社見学なども
実施しています。また在学中だけでなく、
卒業後も求人紹介や独立支援を行ってい
ます。

1

32

進路サポートプログラム

「HELLO」は学生と企業をマッチングさせる
就職活動イベント。人材を求める企業のご
担当者をお招きし、学生がメンテナンスや
工具の扱い、接客対応などで自分をアピー
ルします。終了後はインターンシップや説明
会など、企業からコンタクトのあった学生
も多数。このイベントきっかけで内定につ
ながった学生も大勢います。

その他の進路サポートプログラム

NEXT STAGEABOUT  TCD

・進路、就職ガイダンス　
・就職対策ゼミ　
・企業説明会　

・Iターン/Uターン就職説明会
・個別進路面談　
・インターンシップ

リクルートイベント
HELLO



業界、仕事のこと
ひとくちに自転車業界といっても、その業種や職種はさまざま。
ここでは自転車業界の構造図と、特徴的な8種類の仕事をピックアップしてご紹介します。

自転車の仕事紹介
1台の自転車がショップに並ぶまでには、さまざまな職種の人々が関わっています。

さまざまな業種で成り立つ自転車業界。

TCDの卒業生は業界のあらゆる企業で活躍しています。自転車業界構造図

2 デザイナー
一般にプロダクトデザイナーと呼ばれる。フレームの
スキンデザインや部品の外観等をデザインする仕事。

3 フレームビルダー
企業内ビルダーと独立型ビルダーに大きく分かれる。
金属特性に合わせた加工技術、部品知識が必要。

8 サイクルイベント企画
市民参加型サイクリングや自転車ロードレースなど、
ブランドのプロモーションを担当し、試乗イベントなど
を企画する仕事。

1 開発・設計
主にメーカーに所属し、新しい機構や仕組みを考える
仕事。機能的側面の考察が重要になるため、工学的
知識も要求される。

7 海外ブランド輸入代理
営業のプロとしてその専門分野において高いマーケ
ティングスキルや専門知識を活用し、海外ブランドを
発掘。日本へ呼び込む仕事。

4 商品企画・プロダクトマネージャー
新しい製品の仕様などを決定する仕事。さまざまな
ユーザーに対して最適な自転車を提供するため、幅広
い商品知識が必要。

5 メカニック
自転車の整備を担当する仕事。ショップスタッフが店
頭業務として兼務する場合から、プロチームのメカ
ニックまで活躍の場は幅広い。

6 ショップオーナー・販売・修理
商品知識はもちろん、自転車を完成形に組み上げる
技術力、フィッティング提案力など、付加知識や技術
が求められる。

その他、自転車関連分野への就職実績 ■アスロニア　■ヴィクトリア　■日本写真判定　■モンベル
■チーム右京　■那須ブラーゼン　■宇都宮ブリッツェン

スポーツ関連企業
プロチームメカニック

自転車やパーツの開発・製造など、モノづくりに関
わる仕事です。各種メーカーのほか、ハンドメイドビ
ルダーを目指す学生もいます。

製造
自転車業界ではこの分野が重要な役割を担ってい
ます。取り扱うブランド・商品も多彩で、海外ブラン
ド系に就職のチャンスが多いのも魅力です。

卸／企画／輸入

■あさひ ■イオンバイク ■サイクルスポット 
■セオサイクル ■DAIWA CYCLE etc.

本校就職実績企業

総合卸（製造卸）、商社、輸入代理店
マーケット分析に基づいて企画を行ったり、仕入れ
た商品を小売店へ卸す、市場の安定的な流通を担
う業種。

■アキコーポレーション ■ALTON SPORTS
■オオトモ ■東部 ■ミヤタサイクル
■HAMASHO ■フタバ商店
■ライトウェイプロダクツジャパン

本校就職実績企業

パーツ卸
主にパーツやアクセサリーを中心に扱う企業。

■武田産業 ■トライスポーツ
■深谷産業

本校就職実績企業

海外ブランド日本法人
海外ブランドの日本での営業活動を担当する企業。

■サイクルヨーロッパジャパン（ビアンキ等）
■ジャイアント　　■トレック・ジャパン
■スペシャライズド・ジャパン

本校就職実績企業

商品を大量に仕入れ、販売する企業。多店舗展開
をしている。

大手量販店

■オーエックスエンジニアリング
■近藤機械製作所
■スギノエンジニアリング ■ティグ
■東洋フレーム ■ブリヂストンサイクル
■箕浦 ■ミルキーウェイ

本校就職実績企業

完成車メーカー、フレームメーカー、パーツメーカー
など、扱う商材によっていろいろな種類がある。

各種メーカー

■岩井商会 ■今野製作所
■鶴岡レーシング ■マツダ自転車工場

本校就職実績企業

オーダーメイドで自転車を製造。競輪選手が使用す
るフレームの製造も手掛ける。

ハンドメイドビルダー

■ウエコーポレーション ■カトーサイクル 
■スポーツバイクつくばマツナガ
■スポーツバイクファクトリー北浦和スズキ 
■ワイ・インターナショナル（Y’s Road） etc.

本校就職実績企業

ロードバイクやMTBを中心に取り扱っている企業。
ハイスペックバイクや競技用の自転車に特化して
いるところもある。

プロショップ、スポーツバイク専門店

■AIカンパニー（サイクリー）
■オギヤマサイクル　 ■シゲオー
■ちゃりカンパニー（バイチャリ） etc.

本校就職実績企業

自転車の修理、買取などを専門に行う企業。

修理専門店、買取専門店

確かなメンテナンス技術はもちろん、接客のための
コミニケーション能力も必須。消費者と直に接す
る、大きなやりがいを感じられる仕事です。

販売／修理
〈 Manufacture 〉 〈 Wholesale / Planning / Import 〉 〈 Sale / Maintenance 〉

納品

営業

依頼
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 ［ REL AT IONSHIP 01 ］

パラリンピック選手用の競技用車椅子製造
を得意とするメーカー「オーエックスエンジニ
アリング」の新潟工場を訪問。主に量産向
けの車椅子を製造している新潟工場で、お
客様の希望サイズに合わせた曲げ作業や、
パーツ削り出し作業、塗装やパーツ組付け
作業を見学しました。また競技仕様車両の
試乗も体験させていただき、その旋回性の高
さと車体の軽さに驚く学生も。実際に体感す
ることでその車体が持つメリットを直に理解す
ることができ、学生たちも興味がつきない様
子でした。

オーエックスエンジニアリング
新潟工場見学

 ［ REL AT IONSHIP 02 ］

日本を代表する国産自転車メーカー 株式会
社 ミヤタサイクルの会社見学会を実施。通
常は立ち入ることのできない開発現場を知る
ことで、学生の製作に対する考え方や安全に
対する意識の向上をはかることが目的です。
ミヤタサイクルでは安全・快適に自転車に乗っ
てもらうために、国が定める一般基準と、経験
を基に会社独自で設定している基準の2つを
設けており、それらをクリアするため20種類以
上の検査を実施。すべてパスした車体のみ
が店頭に並びます。学生は試験の現場を目
の当たりにし、品質保証の大切さや人命を預
かることの責任の重大さを実感していました。

株式会社 ミヤタサイクル
会社見学

業界とのつながり
業界からのサポートも充実。
学外研修や会社見学、インターンシップの実施など、さまざまな企業からご協力をいただいています。

RELATIONSHIPABOUT  TCD



内容／ショップスタッフ・製造アシスタント
日数／5日間有限会社今野製作所

 ［ REL AT IONSHIP 03 ］

夏休み期間を利用して毎年さまざまな自転車関
連企業へのインターンシップを実施。 「実践教
育」を目指すTCDならではの研修内容を各社
でご用意いただき、最前線の現場を体感します。

企業インターンシップ

トレック横浜店で接客と販売、メカニック作業の見学や実践な
ど幅広い研修を体験。接客対応は店長にお客様役をしていただ
き、ライトの販売の模擬接客を行い、メカニック作業は箱出しか
ら仮組までを見学した後、組み立て後のトルクチェックを担当し
ました。整備方法など学校で教わった方法と違うやり方を知る
こともでき、実際の店舗で実践的なスキルを学べた貴重な体験
となりました。

工房でのメンテナンス・製造作業から、
ショップでのお客様対応まで、幅広
い業務を経験。一連の仕事の流れを
知るとともに、競輪選手との寸法打
ち合わせなど、他ではなかなか体験
できない場面にも立ち会うことがで
き、貴重な時間を過ごすことができ
ました。

横浜店にはTCDの卒業生も勤務。先輩の活躍も間近で見ることができました。

プロから一般ユーザーまで幅広い支
持を集めている自転車工房で、製造
の現場を体験しました。

大手メーカー
直営店舗での
販売・接客を

体験

自転車製造の
現場を体験

内容／直営店ショップスタッフ
日数／3日間トレック・ジャパン株式会社

4日間の研修で店舗の清掃・雑務か
ら接客、車体の整備などを体験。店
舗にタイヤの空気を入れに来店され
たお客様に対して、代わりに空気を
入れながらさりげなく車体をチェック
し、ブレーキシューの交換が必要な
場合、交換をおすすめするなどのき
め細やかな対応を学びました。

掃除、品出し、接客、メンテナンス等、
サイクルショップでのさまざまな作
業を体験しました。

内容／自転車の販売・修理
日数／4日間株式会社きゅうべえ

老舗
販売店での
販売・接客を

体験
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 ［ RELATIONSHIP 04 ］

業界からのメッセージ
未来の自転車業界を牽引する自転車人の育成を目指す本校。

多くの企業、団体の皆さまより、期待のメッセージをいただいています。

発から営業まで様々な業務に取り組んでいます。
　弊社では毎年 TCD在学生をインターン研修生
として受け入れ、メーカーとしての業務を学んで頂
いたり、時にはレースイベント運営を通じて世界の
トップレーサーと触れ合ったりと普段では出来な

い体験をして頂いています。学生生活では様々な
カリキュラムの中で幅広い経験とバランスの取れ
た感覚を身に付けていって下さい。そしていつの日
にかチームとして同じビジョンを共有していければ
幸いです。

　「Believe in bikes.」（自転車が世界を変える）は、
トレックの企業理念の一つです。自転車は環境、都
市の過密化、健康など多くの問題を解消し、世界を
変えることができる無限の可能性を秘めた乗り物。
全ての社員がこんな事を真剣に考えながら、製品開

トレック・ジャパン株式会社
代表取締役社長

田村  芳隆様

 「自転車の可能性は無限大」

　自転車は手軽な乗り物ですが、ネジ1本締め忘れ
ただけで危険な乗り物に変わってしまいます。安心・
安全が担保され、そのうえで多くの人々に楽しんで
もらえる自転車を生み出すためには、しっかりとし
た知識と技術が不可欠です。常にその先にいるお
客様、ユーザーのことを考え、わくわく、どきどきす

る自転車を作ってください。
　私たちは「自転車を大切にする、楽しむ」という、
新しい文化の創出と浸透を目指しています。皆さん
と、日本の、そして世界の自転車業界を共に盛り上
げていけることを楽しみにしています。

　「健康・環境」の時代である21世紀において、自
転車は健康的で、さらに環境にも良いという両面で
社会に貢献しています。しかし、自転車の可能性は
それにとどまらず、今では多くの人々が「生活を、人
生を楽しむ」ために自転車に乗る時代になってきま
した。

 「自転車業界をともに盛り上げましょう」

株式会社あさひ
代表取締役社長

下田  佳史様

役割を掴み、さまざまなニーズに対応し、自転車
の持つ魅力や可能性を情報発信できるよう事業を
展開しています。こうした活動の中、東京サイクル
デザイン専門学校には、世界に誇る伝統工芸技術
の継承の為、当会事業のハンドメイドバイシクル展

に出展協力いただき、共に若手ビルダーの育成に
力を入れております。生徒の皆様におかれましては、
幅広い技術を習得する為に、日々精進されること
を切に願うと共に、未来の自転車文化継承者とし
て業界の一員になられることを期待しております。

　自転車は手軽な乗り物として幅広く活用されてい
ますが、スポーツや健康増進の為に楽しむ愛好家、
競技者などが数多くいます。当会では、自転車文
化の普及啓発を目的に自転車文化センターを運営
していますが、現代社会における自転車の果たす

 「未来への自転車文化継承者として期待」

一般財団法人 日本自転車普及協会
会長

石黒  克巳様
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クティビティであるという多様性を有しているか
らです。
　インフラの整備や社会的な認識も次第に進んで
いく近い将来においては、ハードのみならず、自転
車に関わるさまざまなサービスやソフトが開発され、

多くのビジネスチャンスが生まれることと思います。
　是非、TCDで学ばれた皆様には、学ばれた技術
や知識を基礎として、新たな価値創造ができる“変
革者”、“開拓者”として、この産業で共に切磋琢磨
していただきたいと願っています。

　弊社は自転車に関する産業・業界においては特
殊な立ち位置の会社です。その目線から見えるこ
の先の、特に日本における自転車産業は「社会を
変革する」と確信しています。それは、現代におい
て自転車が生活に密着したモビリティであり、ア

NASPO株式会社
（プロサイクルロードレースチーム那須ブラーゼン運営会社）

若杉  厚仁様代表取締役社長

 「自転車業界の新たな価値創造を目指して」

こそわかる性能」までもが求められます。そのため
人材育成には非常に時間がかかっていたのですが、
自転車知識のベースをきちんと学べる東京サイク
ルデザイン専門学校ができたことで期間短縮につ
ながるのではと期待しています。
　我々も何らかの形で、カリキュラムへの協力がで

きないかとも考えています。学校生活ではぜひ幅
広いことに興味を持ち、バランス感覚やコミュニケー
ション能力を磨いて下さい。きっと「自転車業界の
ジェネラリスト」として、貴重な人材となるに違いあ
りません。

　細かなパーツから完成車まで扱う当社では、必
要とされる商品知識も膨大で多岐に渡ります。わ
からないでは取引先から相手にされません。とく
に営業職は値段やスペックだけでなく、どれとどれ
が相性良くアッセンブルできるかといった「自転車
を1から組める技術知識」や、「自ら走っているから

 「即戦力を育てるTCDに期待」

卒業制作で、毎年その学年の個性があります。「今
年はどんなアイデアや技術を見られるのか」とわく
わく。自分の作品を説明したくてたまらない！ とい
う熱意。それを取材時に感じ取るのを楽しみにし
ています。その後、今度は同じ自転車業界人とし

て再会すること多数。卒業制作であのバイクを作っ
ていた人がこの就職先か、なるほど“それっぽい！”
と一人納得。同時に学校が自転車界へもたらす影
響の大きさとして感じています。自転車界を目指す
なら、こんな最適な環境は他にないでしょう。

　私はメディアの立場として、東京サイクルデザイ
ン専門学校創立当初から取材を重ねてきました。
これまで、サイクルモードに向けて製作される「ワー
キングバイクプロジェクト」や3年生による卒業制
作展には必ず足を運んでいます。特に面白いのは

 「自転車業界人として再会するのを楽しみにしています」

株式会社 八重洲出版
中島  丈博様「サイクルスポーツ」編集長

株式会社 フカヤ
代表取締役社長 近藤 正勝様
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学びの環境
ビルディングルームやデザインアトリエ、工作室などカリキュラム別に
設置された専用教室は、認可校ならではの充実ぶりです。

自転車のプロを育てる専門校なら
ではの充実した設備・工具が揃う
メンテナンスルーム。個人で揃え
ることが難しい工具なども存分に
使うことができます。

MAINTENANCE

01

フレーム製作を行うビルディング
ルーム。パイプを固定して溶接を
行うための治

じ

具
ぐ

も、使いやすさを考
慮し講師が監修した本校オリジナ
ルを使用します。

BUILDING

02

Tools&books
『Kitchen』
工具や材料、軽食を販売する購買ス
ペースと、専門書が揃う図書室スペー
スからなる学内ショップ「Kitchen」。

機械工作室

パイプ加工などに使用する大型旋盤や、
ボール盤、フライス盤などが揃う機械工作
室。TIG溶接の設備も完備。

学校ギャラリー
『HOLE IN THE WALL』
講師や学生作品の展示会を行うギャラ
リー。創作意欲を刺激する自転車以外の
アート作品に触れる機会もあります。

ENVIRONMENTABOUT  TCD



デザインアトリエで使用するパソ
コンは、ひとり1台を完備。グラ
フィックソフト、3DCADソフトも
標準インストールされています。

DESIGN

03

本校の新型コロナウイルス感染防止対策について
本校では、文部科学省が作成した新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等に基づき、

コロナウイルス感染予防対策を実施し、学生が安全・安心に学校生活を送ることができるよう配慮しております。

学生ホールなどの共有スペース
は一定の距離を保って利用して
いただいています。

学内では、学生・教職員共に全
員マスクの着用を必須としていま
す。

教室は出入口を開放しています。ま
た、換気の良い屋外でも過ごせる
よう中庭にテントを設置いたしました。

校舎入口や各教室前には手指
消毒液を設置しており、入室前
の消毒を徹底しています。

登校時には全員にサーモグラ
フィーカメラや非接触型体温計
による検温を行っています。
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