自転車安全整備店（秋田県）
平成29年02月01日
店名
見留サイクル
奥山輪店
阿部サイクル
渡辺輪店
イオン 横手店
加藤自転車商会
友輪商会
DCMホーマック 十文字店
石田輪店
スーパーモール ラッキー
㈱菊地商会
髙橋輪店
石井輪店
山茂輪店
菊地輪店
小松自転車店
DCMホーマック 横手店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 横手南店
㈱マンサク
羽後日石㈱
森屋自転車店
菅原輪店
柴田輪業
橋本輪業
佐藤自転車店
竹内自転車商会
小鉄ホンダ
SUPER CENTER TRUST 雄物川店
前澤輪業
昭和輪業㈱
大久保サイクル
菅原サイクル
ダイユーエイト 秋田潟上店
㈲飯塚モータース
髙森モーター
石塚自転車店
諸沢輪業社
オートサイクルセンター千葉
山崎自転車商会
黒沢義得商店
㈱アムス阿部
オートサイクル トダテ
サンデー 花輪店
豊田自転車店
近江自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 秋田旭南店
(資)川村自転車商会
DCMホーマック 茨島店
加々谷自転車店
コメリパワー 秋田卸町店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハッピー 外旭川店
サイクルショップ GOODグー
畑澤輪業
イオン 御所野店
DCMホーマック 広面北店
進藤輪業
DCMホーマック 広面店
田口サイクル

住所
にかほ市象潟町２丁目塩越１１
にかほ市象潟町荒屋妻１０
にかほ市平沢字坂の下１５０
にかほ市平沢字新町４６
横手市安田字向田１４７
横手市横手町字上真山５７－３０
横手市黒川字下和野１７７－３
横手市十文字町佐賀会字上沖田３０１－１
横手市十文字町十五野新田増田道東１０８－１０
横手市十文字町仁井田東２２－１
横手市前郷二番町４－１３
横手市増田町増田上関の口１５－５
横手市大屋新町字新町１６７－５
横手市大森町字菅生田１９８
横手市大森町上溝字昼川２０
横手市大雄字上田村東１０
横手市八幡字八幡１７７
横手市婦気大堤字中田４－１
横手市婦気大堤町字下久保１３９－２
横手市平鹿町下吉田字下村道ノ上２２－３
横手市平鹿町浅舞字浅舞２１１
横手市平鹿町醍醐字醍醐５６－１
横手市平鹿町樽見内字三ツ屋１０２
横手市平鹿町中吉田字田ノ植３４
横手市本町６－２８
横手市雄物川町会塚字石塚７５
横手市雄物川町今宿字今宿１３－８
横手市雄物川町造山字社ノ前１０３
横手市雄物川町薄井字薄井６８－３
潟上市昭和大久保阿弥陀堂１００
潟上市昭和大久保字堤ノ上９１－９４
潟上市天王町天王追分１３－２
潟上市飯田川飯塚字岡谷地１－１
潟上市飯田川飯塚中谷地１０－３
山本郡三種町鹿渡相染野７５－１
山本郡三種町森岳岩瀬２３２－１
山本郡八峰町八森字中浜１３－１
鹿角郡小坂町小坂字上田表３４－１３
鹿角市花輪字下タ町１１７－６
鹿角市花輪字下花輪８４－１
鹿角市花輪字上花輪２９５
鹿角市花輪字新田町３９
鹿角市花輪字蒼前平６２－２
鹿角市十和田毛馬内字城の下２６－７
鹿角市十和田毛馬内字南陣場９－９
秋田市旭南１－８－３３
秋田市旭南２－９－１９
秋田市茨島４－３－２２
秋田市茨島６－１４－１６
秋田市卸町１－３－７
秋田市外旭川三後田８２
秋田市外旭川八柳３－１２－１６
秋田市金足追分字海老穴２０１－７４
秋田市御所野地蔵田１－１－１
秋田市広面字近藤堰越５０－１
秋田市広面字糠塚７４－４
秋田市広面字鍋沼６３－１
秋田市桜２－２５－１８

電話番号
0184-43-3278
0184-43-2364
0184-35-3517
0184-35-3679
0182-36-3000
0182-32-5792
0182-38-2604
0182-47-7001
0182-42-0684
0182-42-3996
0182-32-4733
0182-45-2417
0182-32-5894
0182-26-2635
0182-26-3908
0182-52-2002
0182-33-4710
0182-35-2340
0182-33-1122
0182-24-0256
0182-24-2388
0182-25-4027
0182-24-1859
0182-24-0288
0182-32-0902
0182-22-5177
0182-22-2054
0182-56-2340
0182-23-1123
0188-77-3104
0188-77-3252
0188-73-2119
018-893-4488
0188-77-2262
0185-87-2766
0185-83-2525
0185-77-2737
0186-29-2376
0186-23-3686
0186-23-2569
0186-22-1155
0186-23-2969
0186-23-4220
0186-35-2557
0186-35-3440
018-896-5090
018-862-4296
018-863-4472
0188-62-4070
018-824-5421
018-868-0780
018-868-7588
0188-73-2419
018-889-6611
018-837-0031
0188-32-2571
018-831-3611
0188-35-9497

店名
ダイユーエイト 秋田寺内店
時田サイクル
㈲阿部輪業商会
あべ輪友
鈴木自転車商会
㈱カマダサイクル
佐々木自転車商会
サンデー 秋田御野場店
黒崎自転車商会
バイシクルショップ ライド
幸輪サイクル
サイクルショップ タカハシ
千秋輪店
サンデー 秋田土崎店
本多輪業商会
ナベヤ自転車㈱
古井輪業商会
佐藤サイクル
イオン 土崎港店
サイクルつかさ
サンデー 土崎港北店
酒井輪業
サイクルショップ カキタ
ダイシャリン 広面店
イオン 秋田中央店
㈱ダイリン
サンデー 秋田八橋店
河田サイクル
サイクルショップ斉藤
バイクハウスITO
高松サイクル
髙見自転車店
佐藤ホンダモータース
佐藤輪業
サンデー 角館店
渡辺モータース
佐々木輪店
パワー 角館店
田村輪業
嶋貫モータース
サンワドー 大館店
武田川自転車店
菅原自転車店
㈲サイクル サガワ
工藤自転車店
DCMホーマック 大館西店
茂内輪店
㈲サイクルショップ虻徳
㈲サイクルセンターいがらし
DCMホーマック 大館樹海店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 大館店
丸憲モーター商会
芳賀自転車店
サイクル ハセベ
タハタモータース
㈲ムラカミ
佐藤自転車店
コメリパワー 大館店
打川輪店
内藤モータース
平野モータース
進藤輪店
齋籐輪店

住所
秋田市寺内蛭根１－１６－１０
秋田市寺内油田３－１－２
秋田市新屋扇町９－３７
秋田市新屋船場町３－１５
秋田市新屋表町９－４７
秋田市新屋豊町４－８
秋田市仁井田本町３－５－５
秋田市仁井田本町５－１０－１
秋田市川尻総社町１７－１１
秋田市川尻大川町５－１７ｺｰﾎﾟ今野B号室
秋田市泉一ノ坪１１－４１
秋田市大町１－６－２７
秋田市大町１－７－１８
秋田市土崎港相染町字家の下３７－１
秋田市土崎港中央１－１７－９
秋田市土崎港中央３－１１－２８
秋田市土崎港中央３－２－３
秋田市土崎港東１－２－９３
秋田市土崎港南２－３－４１
秋田市土崎港北１－５－１３
秋田市土崎港北２－１７－７７
秋田市土崎港北３－１４－３０
秋田市土崎港北７－２－５９
秋田市東通３－１－１
秋田市楢山川口境５－１１
秋田市八橋新川向１３－３０
秋田市八橋大道東１－７
秋田市保戸野鉄砲町１－４８
秋田市雄和石田字下大部２３７－１
秋田市雄和妙法字薊沢８３－７
仙北郡美郷町金沢西根字四ツ谷８５－３
仙北郡美郷町鑓田字馬町８８－３
仙北市角館町雲然字荒屋敷５５
仙北市角館町横町９
仙北市角館町下菅沢１５０－１
仙北市角館町岩瀬下タ野１３－４
仙北市角館町上菅沢１４６
仙北市角館町上菅沢３８４
仙北市田沢湖生保内字男坂９７－７
仙北市田沢湖卒田字大石野６－４
大館市餌釣字前田１
大館市下代野字中道南３－１
大館市桂城４２
大館市御成町２－１５－３２
大館市御成町３－４－１
大館市根下戸新町２１４－１
大館市釈迦内字舘２８－２
大館市常盤木町２－１５
大館市常盤木町３－７
大館市大田面１２
大館市大田面２３８
大館市長木川南１７０－２
大館市南神明町１５－３７
大館市比内町笹館水無１０７
大館市比内町新館野開３４－１
大館市比内町扇田下扇田４８
大館市比内町扇田字中扇田３５－４
大館市柄沢字小柄沢１９１
大仙市角間川町字東中止町５１－２
大仙市刈和野字浮島２４
大仙市丸子町１１－３５
大仙市協和峰吉川字半仙８６－６
大仙市強首字強首９７

電話番号
018-874-9069
0188-46-4890
018-828-3234
0188-23-0427
018-828-3125
018-823-1517
0188-39-2805
0188-29-1464
0188-23-3442
090-2975-7517
018-868-3636
0188-62-6261
0188-62-1022
018-857-0301
0188-45-1540
018-845-0464
018-845-0654
0188-45-0437
018-846-1221
018-845-3966
018-880-0530
018-846-1934
0188-45-3021
0188-37-0075
018-837-3000
018-824-6601
018-865-0600
0188-62-5873
0188-86-2065
018-886-3230
0187-83-2348
0187-84-1905
0187-55-5569
0187-53-2631
0187-54-1530
0187-53-2353
0187-54-3630
0187-52-1500
0187-43-0479
0187-44-3559
0186-49-3030
0186-48-5155
0186-42-1761
0186-42-1096
0186-42-1659
0186-42-3456
0186-48-2545
0186-42-0848
0186-42-7017
0186-44-6301
0186-44-6800
0186-42-1817
0186-42-6369
0186-55-1410
0186-56-2842
0186-55-0253
0186-55-0010
0186-45-1370
0187-65-2417
0187-75-0456
0187-63-4787
0188-95-2052
0187-77-2511

店名
DCMホーマック 大曲店
板垣自転車店
サイクルショップたなか
千葉友輪業
(資)佐々木工業
小松自転車店
西村自転車店
オートセンター大曲
サトーサイクル
深瀬輪店
高橋自転車店
大沢輪業
菊地自転車店
㈲大釜商店
DCMホーマック 大曲飯田店
DCMホーマック 中仙店
ササキ自転車販売店
田中輪店
サンデー 大曲店
イオン 大曲店
武田輪業
小貫自転車店
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰアマノ 男鹿店
清水サイクルセンター
サイクランド・サヨシ
ＤＣＭホーマック 男鹿店
瀬川輪店
オートショップ大沼
大和輪業商会
高藤輪業
後藤輪業
門脇輪業店
渋谷自転車店
高松輪業
山田輪店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 湯沢店
久米輪業
高養輪店
中央モーター
さとう輪業
大沼輪業
サイクルショップ オバラ
サタツ輪業
岩村モータース
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハッピー 湯沢店
斉藤輪店
遠藤輪店
武石輪店
工藤輪業商会
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 五城目店
関輪業
サンデー 能代店
DCMホーマック 能代店
福嶋自転車店
イオン 能代店
自転車のおが
岸田輪店
新オート販売
サンデー 鷹巣店
工藤ホンダ
河田モータース
矢郷自転車商会
五十嵐輪業

住所
大仙市佐野町８－１８
大仙市字刈和野２９２
大仙市上栄町１０－２５
大仙市清水字上大蔵１５９
大仙市太田町国見字伊勢堂１７１－４
大仙市太田町国見字桜佐幣神７０
大仙市大曲須知１－５－１３
大仙市大曲田町２１－１３
大仙市大町４－４７
大仙市長野新町８３
大仙市藤木字大保４１
大仙市内小友字宮下２０６－１
大仙市内小友字七頭１１７
大仙市板見内字一ツ森２３６－１
大仙市飯田屋舗通２６１
大仙市北長野字袴田１９６
大仙市北野目字沢田６３
大仙市鑓見内字大根田２３７－３
大仙市和合字坪立１５５
大仙市和合字坪立１７７
大仙市和合字落合３
男鹿市角間崎字家の下１０５
男鹿市船越字内子１５６
男鹿市船川港船川字栄町４７－１
男鹿市船川港船川字船川１６８
男鹿市脇本字上中野５５
湯沢市稲庭町稲庭２１７－１
湯沢市横堀字腰巻１３－１
湯沢市横堀字小田中９－５
湯沢市関口字関口６２－５
湯沢市駒形町三又字白幡１４８
湯沢市元清水１－６－６
湯沢市古館町８－８１
湯沢市高松字八乙女９９－２
湯沢市三梨町新処４４－３
湯沢市字上荻生田１６２
湯沢市上院内字小沢９５
湯沢市清水町３－２－１５
湯沢市川連町大舘下山王５３－４
湯沢市相川字須川１６３－４
湯沢市相川字須川６５
湯沢市大工町１－２９
湯沢市田町２－２－３１
湯沢市表町４－１－３
湯沢市両神１００－１
南秋田郡井川町黒坪字天神３９－２
南秋田郡井川町今戸字縄手添７１
南秋田郡五城目町下タ町７１－２
南秋田郡五城目町字上町２０７－１
南秋田郡五城目町大川西野字田屋前１３８
能代市向能代字上野越１０２－４
能代市寺向１０５
能代市西大瀬１８－１
能代市二ツ井町下野家後１２７－１１
能代市柳町１１－１
能代市柳町６－１４
北秋田郡上小阿仁村沖田面小蒲野下川原２５－１

北秋田郡上小阿仁村福舘山根１５
北秋田市栄字中綱１６
北秋田市住吉町１１－２２
北秋田市住吉町１－７
北秋田市小又下川原１０４
北秋田市松葉町６－３

電話番号
0187-63-8014
0187-75-0214
0187-62-4558
0187-56-4232
0187-88-1152
0187-88-2557
0187-62-0343
0187-66-2969
0187-62-0669
0187-56-3312
0187-65-2362
0187-68-2555
0187-68-3796
0187-62-3020
0187-66-3024
0187-56-4617
0187-75-0311
0187-56-4070
0187-62-3993
0187-66-3711
0187-63-3051
0185-46-2503
0185-35-2225
0185-23-2924
0185-24-2816
0185-25-2527
0183-43-2858
0183-52-2401
0183-52-2368
0183-73-5807
0183-42-3290
0183-72-2038
0183-73-1320
0183-79-3367
0183-42-2403
0183-78-0088
0183-52-2444
0183-73-5358
0183-42-2391
0183-79-2046
0183-79-2044
0183-73-2762
0183-73-3336
0183-73-5651
0183-72-1600
0188-74-2223
018-874-3385
0188-52-2068
0188-52-2349
018-879-8211
0185-52-3966
0185-52-8481
0185-54-2641
0185-73-2131
0185-55-2382
0185-52-5574
0186-77-2567
0186-77-2305
0186-62-6101
0186-62-1763
0186-62-2422
0186-75-2026
0186-62-1665

店名
小野モータース
高坂自転車店
菊屋商店
九嶋自転車商会
畠山輪業商会
今野輪店
伊藤自転車店
堀川自転車商会
伊豆自転車商会
神坂自転車店
朝岡自転車店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 本荘店
三浦輪店
サイクルショップ カトー
㈲伏見自動車整備工場
DCMホーマック 本荘店
倉橋自転車商会
瀬川輪店
信太輪業
橘輪業
DCMホーマック 羽後店
石山輪業
大嶋モータース

住所
北秋田市川井五郎左エ門田ノ沢２１－１１
北秋田市綴子字古関９３
北秋田市米内沢黒沢１５－３０
北秋田市米内沢林ノ腰１４－９
北秋田市李岱１５６
由利本荘市一番堰２０３－１
由利本荘市岩城亀田大町字肴町５－１
由利本荘市岩谷町字川端１０２－２
由利本荘市字給人町８７－４
由利本荘市石脇字山ノ神１６－９８
由利本荘市石脇字石脇１１９
由利本荘市石脇字田中１３８
由利本荘市前郷字家岸７５－１
由利本荘市大門５８
由利本荘市鳥海町上川内字山崎３４－１
由利本荘市東梵天１８３－１
由利本荘市美倉町１９
雄勝郡羽後町貝沢字雀田１２－１４
雄勝郡羽後町字稲荷２０－９
雄勝郡羽後町新町字新町３６－４
雄勝郡羽後町西馬音内２３０－１
雄勝郡羽後町西馬音内裏町９０－２
雄勝郡羽後町足田字泉田４２－３

電話番号
0186-78-2383
0186-62-1227
0186-72-3264
0186-72-3552
0186-78-3242
0184-22-1505
0184-72-2070
0184-65-3038
0184-22-0014
0184-22-1217
0184-22-4481
0184-28-0010
0184-53-2098
0184-22-3072
0184-57-2410
0184-22-1155
0184-22-4150
0183-62-2256
0183-62-0814
0183-62-1378
0183-62-0106
0183-62-0600
0183-62-1010

