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平成２７年１０月１３日 
学生の皆さま 

環境安全本部 
 

平成２７年度秋の自転車無料点検の実施について（周知依頼） 
 

 
標記につきまして、本学の自転車事故撲滅運動の一環として、下記のとおり実施しますのでお知

らせします。 
 同日、運動会自動車部・運動会自転車部旅行班による改正道路交通法等に関するクイズも行いま

す。クイズ参加者には抽選で景品が当たりますので、点検・修理を必要としない方もご参加いただ

き、この機会を安全な自転車利用に役立ててください。 
 
記 

 
 
１．日時 １０月２８日（水） ９：３０～１７：００  ※雨天の場合１１月１９日（木） 
 
  受付 ９：３０～１２：２０ 有料修理 ５０台受付（全構成員。要事前申込*） 

無料点検１００台受付（学生のみ、公用車不可。当日受付） 
１２：２０～１４：００ 無料点検 ５０台受付（学生のみ、公用車不可。当日受付） 
※整理券がなくなり次第、終了 

              
引渡 １２：２０～１７：００ 無料点検／有料修理 

※点検・修理が終わった自転車から引渡可能 
 
２．場所 本郷キャンパス 正門付近（工学部列品館西側） 
 
３．対象 本郷キャンパスで駐輪登録をしている本学構成員の自転車 
  ※学生証、教職員証等、身分を証明するものをお持ちください 
  ※「学生生活 110 番」会員の方は会員証をお持ちください 
 
４．内容 自転車無料点検…油差し、空気入れ、ブレーキ調整 等 

自転車有料修理…ブレーキパッド・ワイヤー交換、パンク修理 等 
※有料修理を希望する場合は事前申込が必要です* 

     
５．申込方法 有料修理のみ事前申込*（オンライン） 
   申込期間：１０月１４日（水）～１０月２１日（水） 

  ※希望者が５０名以上となった場合は抽選となります 
※有料修理オンライン申込書はこちら→http://goo.gl/forms/UkC5bbStj3 

 
６．参考資料 ・ポスター【別紙】 

・自転車点検・修理希望用紙【別紙】 
・自転車事故の注意喚起動画「ストップ！自転車事故」（東大 TV） 

便利帳 ＞ 環境安全本部 ＞ 環境安全本部一覧＞（１．３安全衛生管理部） 
（事故災害）自転車事故撲滅ＷＧ 

【本件担当】 

本部環境安全課 藤本、福井 （内線 21051） 

Mail：kankyoanzenkikaku@ml.adm.u-tokyo.ac.jp 
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CONTACT INFO  

Environmental Safety Group 

A. Fujimoto, S. Fukui  

Tel: 03-5841-0151 (ex. 20151) 

Email: kankyoanzenkikaku@ml.adm.u-tokyo.ac.jp 

Oct 13, 2015 
 

Division for Environment, Health, and Safety 
 
 

2015 Autumn FREE Bicycle Check-up at Hongo Campus 
 

To prevent bicycle accidents of the University members, the Fourth Free Bicycle Check-up at 
Hongo Campus will take place as noted below.  

This time, the free bicycle check-ups are limited to students, whereas the charged repair are 
open to all members of UTokyo whose bicycle is registered at the Hongo parking area.  

There will also be a Bicycle Pop Quiz by The University of Tokyo Automobile Club (UTAC) and 
The University of Tokyo Bicycle Club Touring Part. Every participant will win a prize. So please 
join us even if you do not have a bicycle on campus and promote a safe and secure bike life for 
you and for others. 
 
 
1.  WHEN   

Oct 28 (Wed)  9:30 – 17:00 *If rain, postponed to Nov 19th (Thur). 
 
CHECK-IN 

9:30 – 12:20 … CHARGED REPAIR 50 bikes (advance application needed!)* 
FREE CHECK－UP 100 bikes (students only) 

12:20 – 14:00 … FREE CHECK－UP 50 bikes (students only) 
              
PICK-UP 

12:20 – 17:00 of the event 
 

2.  WHERE   
Hongo Campus Main Gate 

 
3.  ELIGIBILITY   

Members of The University of Tokyo whose bicycle is registered to the Hongo  
Campus bicycle parking area. 

! Bring UTokyo ID card for identification! 
! Bring Student Life 110 Insurance member’s card (if registered) for discount! 

 
4.  OPTIONS 

FREE BICYCLE CHECK－UP… lubrication, tire pressure/ brake/ chain adjustments, etc. 
CHARGED BICYCLE REPAIR… tire/ break shoe/ wire/ saddle replacement, etc. 

     
5.  APPLICATION    

FREE CHECK-UP for students at venue 
CHARGED REPAIR online application at →http://goo.gl/forms/UkC5bbStj3 
*Application period: Oct 14 (Wed) – 21 (Wed) 
*Selected by lot depending on number of applicants.  
 Result informed by email registered during application. 

 
6.  REFERENCE  

Poster 
Bicycle Check-up & Repair List 
“Stop! Bicycle Accidents Video” at UTokyo.TV 


