自転車安全整備店（青森県）
平成29年02月01日
店名
田村自転車商会
亀山輪業
笹森モーター
光風自転車商会
鎌田モータース
サンデー 柏店
ザ・サンワ 柏店
大坂輪業
高橋サイクル店
柳谷自転車店
サンデー むつ苫生店
サイクルショップなかじま
かなはまサイクル
工藤自転車店
岩谷輪業商会
大平ホンダ
サンワドー むつ店
サンデー むつ中央店
馬場自転車店
橋本自転車店
馬忠輪業商会
つる屋サイクル
ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ 金木ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ店
小野輪業商会
平山ホンダ自転車店
西村サイクル
ほりうち輪業
ナルミ輪業
毛内自転車店
ＭＣサービス山口
ＹＯＵＳＨＯＰみかみ
DCMホーマック 五所川原店
コメリパワー 五所川原店
サンデー 五所川原店
中村輪業商会
㈲ホンダモーター五所川原
DCMホーマック 岩木店
イトーヨーカドー 弘前店
山下自転車店
㈲小山輪業
サイクルせいの
佐藤輪業商会
サンワドー 弘前堅田店
加川モータース
サンワドー 城東店
丸正商会
サンデー 弘前樹木店
バイクショップ アウトラン
野宮サイクル商会
工藤自転車店
サイクルいちのへ
滝本モータース
サンデー 弘前安原店
DCMホーマック 弘前城東店
㈲竹内商会
清野自転車商店
清野自転車店
弘都モーター販売

住所
つがる市稲垣町吉出玉桂２７－２
つがる市稲盛字岡本９９－１
つがる市車力字花林４１
つがる市森田町下相野字野田７３－３
つがる市森田町森田月見野１２１
つがる市柏稲盛岡本８３－１
つがる市柏上古川房田１４５－１
つがる市木造大字筒木坂字鳥谷沢１５-９０
つがる市木造日向５４－１
むつ市宇田町１８－４２
むつ市金曲１－２－７
むつ市川内町しなの木６－１
むつ市川内町休所４２
むつ市大畑町３４
むつ市大畑町中島７８－５２
むつ市大平町１－２０
むつ市中央１－５－１
むつ市中央２－６－１３
むつ市田名部町３－８
むつ市田名部町６－５
むつ市緑町２１－１１
五所川原市烏森１６－５
五所川原市金木町沢部４６０
五所川原市金木町朝日山２７８
五所川原市金木町朝日山２８２－２
五所川原市金木町朝日山６８－４
五所川原市大字高野字広野８－２
五所川原市大字七ツ館字鶴ケ沼１５６－９
五所川原市大字吹畑字藤巻１８
五所川原市大字飯詰字福泉１６９－６
五所川原市田町２５
五所川原市唐笠柳字藤巻６２０－１
五所川原市唐笠柳字藤巻７１４
五所川原市唐笠柳藤巻５０９－１
五所川原市柏原町５７
五所川原市湊字千鳥１７７－２
弘前市一町田村元７１２－２
弘前市駅前３－３－１
弘前市賀田１－１３－１
弘前市賀田１－３－６
弘前市桔梗野５－９－３
弘前市駒越村元６２－３
弘前市堅田字神田３７８－１
弘前市広野２－１４－３５
弘前市高田３－１－１
弘前市笹舘市原５６
弘前市樹木５－１０－１
弘前市小比内町４－４－８
弘前市城西２－１１－１
弘前市城東中央５－１－８
弘前市城東北１－１－３
弘前市石川町大字庄司川添５－７
弘前市泉野１－４－２
弘前市早稲田４－２－１
弘前市代官町１０４－３
弘前市大原３－１－１２
弘前市大字新寺町２０
弘前市大字清水３－４－１３

電話番号
0173-46-2199
0173-34-2602
0173-56-2136
0173-42-4155
0173-26-2407
0173-25-2871
0173-25-3311
0173-45-2454
0173-42-2612
0175-24-1010
0175-22-3145
0175-42-3159
0175-42-2611
0175-34-3609
0175-34-5603
0175-29-3488
0175-22-0255
0175-29-1020
0175-22-2010
0175-22-3362
0175-22-2930
0173-35-4177
0173-54-1147
0173-52-2241
0173-52-2672
0173-53-2301
0173-29-2552
0173-28-2230
0173-34-5245
0173-37-2540
0173-35-3318
0173-38-3251
0173-38-1611
0173-35-9340
0173-35-2861
0173-34-6281
0172-82-4571
0172-33-5511
0172-82-4844
0172-82-5523
0172-32-3897
0172-32-4576
0172-33-8255
0172-87-2125
0172-28-3030
0172-93-3181
0172-39-7800
0172-27-5003
0172-34-2611
0172-27-8027
0172-27-0509
0172-92-2842
0172-88-1121
0172-29-1547
0172-32-0693
0172-88-1845
0172-32-6781
0172-88-2772

店名
サンデー 弘前石渡店
三上自転車商会
サイクルショップ オサナイ
樋口自転車商会
平山自転車店
ハマヤ輪業
西沢自転車店
大高自転車店
アベサイクルショップ
モトハウスあんじん
サンデー 弘前店
ザ・サンワ 弘前樋の口店
工藤自転車商会
舘田サイクル
サイクルハウスさいとう
㈲山本自転車商会
横山自転車店
岩間自転車店
石郷岡モーター商会
山田オートサービス
沢モータース
髙橋輪店
築舘輪業
北山愛輪商会
木立自転車店
㈲松原モーター商会
葛原輪店
沢自転車商会
佐藤自転車商会
サンワドー 黒石店
鳴海自転車店
三上サイクルセンター
DCMホーマック 黒石店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ かんぶん 階上店
ホームセンター菅文 五戸店
時田自転車商会
八光輪業商会
㈲三正商会
㈲小泉商会
サンデー 三戸店
畑山モータース
小笠原精輪舎
関根自転車店
越後モータース
宮木モータース
鈴木輪業
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 三戸店
上田自転車店
㈲椛沢モータース商会
㈲東北キャリー工業
溜自転車店
馬場自転車店
よこまくらサイクル
田中輪業
DCMホーマック 三沢店
田高自転車店
サンデー 三沢店
一戸モータース
自転車専科ナカムラ
DCMホーマック 十和田店
サンワドー 十和田店
東山自転車店
野田自転車店

住所
弘前市大字石渡４－５－１
弘前市大字鷹匠町１９
弘前市大字茂森町１０２
弘前市大字門外１－５－１
弘前市大森字田浦２－５
弘前市中野３－１－２６
弘前市中野字岩井３９－１
弘前市鳥井野字川村１１８先
弘前市土手町１２２－５
弘前市東城北３－１－２
弘前市八幡町３－１－５
弘前市樋の口２－８－８
弘前市品川町４３
弘前市浜の町西１－３－１２
弘前市富野町１３－１
弘前市本町２３
弘前市茂森新町２－３－３
弘前市門外４－１－１１
弘前市和徳町２６５
黒石市乙徳兵衛町３８－１
黒石市温湯字竹原２－１
黒石市花園町６９
黒石市吉乃町１０６－１
黒石市柵ノ木１－８２
黒石市三島町字川岸６８－１
黒石市松原１５５－６
黒石市大字牡丹平字福民２－２
黒石市大字小屋敷字小屋敷村５０
黒石市大字前町１６－４
黒石市大字追子野木３－２７２－４
黒石市仲町２６－１
黒石市内町３１－７
黒石市富士見９８
三戸郡階上町大字道仏字耳ケ吠４３－３３５
三戸郡五戸町字下モ沢向２１－２７
三戸郡五戸町字新町２
三戸郡五戸町上市川字前田２６－２
三戸郡五戸町新町１６
三戸郡五戸町大字浅水字浅水９４－１
三戸郡三戸町川守田字下比良２３－１
三戸郡三戸町大字川守田字寺ノ沢４３－１
三戸郡三戸町大字同心町２４
三戸郡三戸町大字同心町字古間木平６０-２４
三戸郡三戸町大字六日町４８
三戸郡田子町大字田子字下田子東ノ又２０-１
三戸郡田子町大字田子字館越１－３
三戸郡南部町大向字後構２０－３
三戸郡南部町大字下名久井字山道５
三戸郡南部町大字下名久井字前田３４－１
三戸郡南部町大字大向字飛鳥３９－２９
三戸郡南部町苫米地１４－２
三沢市幸町１－１１－１１
三沢市桜町２－１５－１９
三沢市三沢字山ノ神１－８
三沢市三沢堀口１１７－２２
三沢市中央町３－７－１７
三沢市南町１－３１－３８４７
三沢市六川目６－１０８４－２５８
十和田市稲生町１６－４２
十和田市元町東１－２－６
十和田市三本木千歳森１６９－１
十和田市西一番町１９－７
十和田市西十一番町２４－９

電話番号
0172-35-1811
0172-32-3586
0172-32-0787
0172-27-5474
0172-93-3182
0172-33-1705
0172-86-2868
0172-82-4220
0172-34-3840
0172-36-2677
0172-33-6721
0172-31-3033
0172-35-5678
0172-33-3886
0172-32-3760
0172-32-1861
0172-32-1086
0172-27-1319
0172-32-0591
0172-52-3875
0172-54-8600
0172-52-2906
0172-52-4061
0172-52-4819
0172-53-2021
0172-53-1311
0172-52-2267
0172-52-3996
0172-52-3835
0172-53-4101
0172-52-2432
0172-52-9711
0172-59-2071
0178-80-1010
0178-20-8080
0178-62-2156
0178-68-2177
0178-62-3106
0178-67-2014
0179-22-2600
0179-23-3474
0179-22-2002
0179-22-2472
0179-23-4040
0179-32-2268
0179-32-3025
0179-22-3333
0178-76-2434
0178-76-2404
0179-22-0533
0178-84-2044
0176-53-2591
0176-57-2079
0176-54-2404
0176-50-0235
0176-53-3316
0176-52-6116
0176-59-2480
0176-23-2445
0176-21-5130
0176-24-1950
0176-23-5555
0176-23-4933

店名
北園モータース
サイクル十和田
サイクルショップまいた
サンデー 十和田店
イオンｽ-ﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 十和田店
山端輪店
佐藤輪店
昭和モータース
コオリモーター
佐々木モーター
コメリパワー 十和田店
ＲＳコジロー
小嶋モーターサイクル
マルモトサイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん おいらせ店
サンワドー 下田店
荒河モータース
柏崎サイクル
イオン 下田店
ホーマックニコット 横浜店
イオン七戸 十和田駅前店
㈲石橋輪業
㈲石橋輪業
酒井自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 七戸店
㈲向中野自転車商会
白石モータース
中嶋輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 上北店
東北二輪工房
サイクルショップ乙部
苫米地輪業商会
蛯名自転車店
サンデー 野辺地店
佐藤自転車店
田荷モータース
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 野辺地店
サイクルモーター青葉
髙村モータース
附田商会
名久井自転車店
吉田モータース バイパス店
奈良一輪業商会
サンワドー 青森東バイパス店
タムラサイクル
サイクルプラザ エース
元木輪店
柿崎自転車商会
いとうじてんしゃ
甲地サイクル商会
合浦輪友
丸正商会
サンデー 青森店
規矩地輪業商会
ヘルシーサイクル アブ川
山本モータース
一戸自転車店
西部輪業
ヤマウチサイクル
えびな自転車
今自転車店
サイクルショップ西野
青森自転車㈱

住所
十和田市西十一番町５６－１４
十和田市西十四番町３５－２３
十和田市西二十二番町３２－３
十和田市相坂字小林２４－１
十和田市相坂字六日町山１６６－１
十和田市大字大沢田字長根１６
十和田市大字洞内字後野２０－４
十和田市大字洞内字妻の神１－６
十和田市大字洞内字樋口７８－３７９
十和田市東三番町８－５６
十和田市東十四番町４０－２３
十和田市東二十二番町２３－１１
上北郡おいらせ町一川目１－７３－６７
上北郡おいらせ町下明堂７－９
上北郡おいらせ町牛込平９１－１
上北郡おいらせ町住吉４－５０－３３
上北郡おいらせ町上前田１２２
上北郡おいらせ町丈の端８８－１
上北郡おいらせ町中野平４０－１
上北郡横浜町舘ノ後７４－４
上北郡七戸町字荒熊内６７－９９０
上北郡七戸町字寺裏４－１８
上北郡七戸町字七戸３０６
上北郡七戸町字野崎３－１
上北郡七戸町字笊田１９－７
上北郡七戸町七戸２１１
上北郡七戸町森ケ沢１９３
上北郡七戸町道ノ上８８－３
上北郡上北町旭北１－７０１－１
上北郡東北町下笹橋２１－２４
上北郡東北町字塔ノ沢山６５－４
上北郡東北町上北北１２４－１９
上北郡東北町大浦上久保１－６
上北郡野辺地町字二本木３８
上北郡野辺地町字白岩３７－２３
上北郡野辺地町字野辺地３３７－１
上北郡野辺地町上川原３－１
上北郡野辺地町野辺地字助佐小路５－５
上北郡六ケ所村大字倉内字前谷地１９－７１
上北郡六戸町犬落瀬字権現沢４
上北郡六戸町大字犬落瀬字千刈田１－８
上北郡六戸町大字犬落瀬森田４９－３
西津軽郡鯵ケ沢町大字舞戸町字上富田１４５
青森市けやき１－１－６
青森市はまなす２－１８－３０
青森市はまなす２－５－６
青森市奥野３－１１－２７
青森市沖館５－１－２１
青森市古川２－１５－１３
青森市合浦２－１１－１４
青森市合浦２－８－２４
青森市桜川４－３－１３
青森市三好２－２－１
青森市勝田１－１－１
青森市松原２－９－１８
青森市松森１－１２－１４
青森市西滝３－２９－５
青森市石江字江渡３７－１８
青森市千刈１－１４－１２
青森市千刈２－６－２３
青森市千富町１－１１－２４
青森市千富町１－４－１４
青森市大字安田字近野４３５－２３

電話番号
0176-23-7039
0176-22-0921
0176-23-0485
0176-23-9681
0176-21-3000
0176-27-2445
0176-27-2306
0176-27-2727
0176-23-0360
0176-23-0193
0176-21-1380
0176-22-1879
0178-52-3530
0178-52-3331
0178-50-1411
0176-53-1130
0178-52-2351
0178-56-2750
0178-50-3000
0175-76-1281
0176-60-1777
0176-62-3067
0176-62-2987
0176-68-2855
0176-62-3300
0176-62-2433
0176-68-3012
0176-68-2315
0176-58-1800
0175-63-3114
0175-63-2323
0176-56-2108
0176-56-2721
0175-64-2200
0175-64-2946
0175-64-3432
0175-64-7311
0175-64-6110
0175-75-2047
0176-55-3044
0176-55-2212
0176-55-2531
0173-72-2025
017-726-3030
017-726-7963
017-726-4115
017-734-2648
017-766-0908
017-776-7421
017-743-3986
017-742-2216
017-741-5620
017-782-1231
017-774-4520
017-722-3491
017-743-6282
017-782-3266
017-782-2552
017-766-0409
017-766-3199
017-781-5573
017-776-2977
017-781-2752

店名
フジオートサイクル
中村自転車店
モーターショップ カネエダ
DCMホーマック 三内店
蝦名自転車店
大森自転車商会
木村輪業
サイクル館たてやま
奥谷ホンダ
福田サイクル
Blue Days
規矩地輪業 長島店
千葉自転車商会
DCMホーマック 東青森店
森商店
サンデー 青森虹ケ丘店
千葉自転車店
イトーヨーカドー 青森店
サンデー 青森浜田店
サンワドー 青森中央店1号館
イオン 青森店
サンデー 浪岡店
DCMホーマック 浪岡店
斉藤サイクル
田中自転車商会
鳴海ホンダモータース
福井モータース
坂本輪業商会
加藤輪業
山内サイクル
内海モーター商会
和光輪業商会
DCMホーマック 藤崎店
小山自転車店
オートショップ ナリタ
古戸輪業
外崎モータース
サンデー 八戸根城店
サイクラリーとまべち
㈲モトショップやまもと
亀橋モータース
藤田輪業商会
尾形自転車店
安藤自転車店
サイクルショップ コアカザワ
ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ ﾋﾟｱﾄﾞｩ八戸店
サンデー 八戸沼館店
照井自転車店
サイクル ツキノキ
栗谷川輪店
市沢輪業
早狩輪店
蔦林輪業
サンデー 八戸新井田店
サンワドー 新井田店
イリヤモータース
サンデー 八戸長苗代店
西村自転車店
大塚モータース
サイクルショップ長者
サンデー 八戸石堂店
北川サイクル
DCMホーマック 長苗代店

住所
青森市大字羽白字池上１９５－１７
青森市大字原別１－５－２６
青森市大字幸畑字唐崎４５－７
青森市大字三内字稲元１２０－２
青森市大字瀬戸子字神田１０－５
青森市大字西田沢字浜田１６
青森市大字大野字片岡１－６
青森市大字大野字片岡３８－３１
青森市大字飛鳥字福浦１２－１０
青森市大字浪館字志田１９－２
青森市中央１－２５－１１
青森市長島３－１９－６
青森市堤町２－２２－３
青森市田屋敷字増田１６－２
青森市東造道３－３－１８
青森市虹ケ丘２－１－１
青森市浜館字科８９
青森市浜田１－１４－１
青森市浜田字玉川１９６－１
青森市緑３－１１－３
青森市緑３－９－２
青森市浪岡女鹿沢字稲本８１
青森市浪岡浪岡字松島１３
青森市浪館字平岡６２
青森市浪打１－１４－８
東津軽郡今別町大字今別字今別１２０－１
東津軽郡今別町大字今別字今別１２６－１
東津軽郡平内町小湊６２
南津軽郡大鰐町蔵館字山下４－５
南津軽郡大鰐町蔵館字村岡２３－２
南津軽郡大鰐町大鰐９９－１
南津軽郡田舎館村大字畑中字樋口１２６－１０
南津軽郡藤崎町葛野前田６６－８
南津軽郡藤崎町西豊田２－２－２
南津軽郡藤崎町藤崎字武元１－１
八戸市下長６－１４－９
八戸市根城３－１０－４
八戸市根城６－２２－１０
八戸市桜ケ丘１－１３－７
八戸市市川町字尻引前山３１－１８
八戸市小中野４－１－４２
八戸市小中野５－２－１５
八戸市小中野８－１４－１８
八戸市小中野８－１４－２６
八戸市小中野８－２－２２
八戸市沼館４－７－１１３
八戸市沼館４－７－１１４
八戸市城下３－３－２
八戸市尻内町字馬場７－１
八戸市大字根城字馬場頭６－５
八戸市大字鮫町字持越沢２５
八戸市大字鮫町字二子石６－１
八戸市大字新井田字横町３７－１
八戸市大字新井田字寺沢１９－２
八戸市大字新井田字寺沢２０
八戸市大字中居林字彦五郎９－３
八戸市大字長苗代字前田６１－２
八戸市大字白銀町字右岩渕通１９－１１
八戸市大字妙字桶屋平１－１
八戸市長者３－３－３１
八戸市長苗代２－２１－１３
八戸市長苗代２－６－４
八戸市長苗代観音堂８０－２

電話番号
017-788-5671
017-736-3080
017-738-3930
017-766-4500
017-754-2067
017-788-1321
017-739-4020
017-734-7537
017-754-2007
017-781-0402
017-762-7130
017-776-2669
017-734-4882
017-765-5900
017-736-2551
0177-44-1222
017-741-2256
017-739-0211
017-729-3400
017-734-3000
017-723-4131
0172-62-0334
0172-62-7676
017-766-3853
017-741-0731
0174-35-2235
0174-35-3138
017-755-2052
0172-48-3466
0172-48-2837
0172-48-3018
0172-58-2505
0712-75-6670
0172-75-5223
0172-75-5405
0178-20-1572
0178-22-1219
0178-22-5040
0178-34-1683
0178-28-7746
0178-22-3402
0178-22-4391
0178-22-5387
0178-22-0557
0178-22-5300
0178-47-0801
0178-41-2202
0178-22-3003
0178-27-1538
0178-24-2665
0178-33-0445
0178-33-1062
0178-25-3065
0178-25-2611
0178-25-4111
0178-96-1278
0178-28-9651
0178-33-3047
0178-25-3035
0178-44-2845
0178-28-8733
0178-28-6829
0178-21-2275

店名
サンワドー 八食店
DCMホーマック 白山台店
南郷モータース
DCMホーマック 類家店
ＡＳＳＩＳＴ
㈲三浦輪業商会
津嶋自転車商会
㈲ハンド
サトミ自転車店
小森モーター
DCMホーマック 平賀店
田中ホンダモーター
岩滝自転車店
花田自転車店
平賀ホンダ
佐々木輪店
ＹＯＵＳＨＯＰくどう
船越モータース
成田輪業
大屋自転車商会
葛西輪業
ササキモーター
笹森モーター
㈱菊地商会
渋谷輪業
ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ鶴田 ﾌｯﾄﾞﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ店
福嶋モーター商会
㈲アオヤマ

住所
八戸市長苗代字狐田５－１
八戸市東白山台１－１－３０
八戸市南郷区市野沢字黒坂１１－４２
八戸市南類家３－７－１７
八戸市南類家４－１－２０
八戸市売市４－２２－４８
八戸市柏崎４－１５－５１
八戸市湊町大沢２７－１１
平川市金屋上早稲田３２
平川市高木字原富６１－２
平川市小和森上松岡１８２－１
平川市新館藤山２１－２
平川市新山松橋１７５－３
平川市杉館宮元１３８－１
平川市町居西田１１４－１０
平川市日沼一本柳７５－６
平川市柏木町藤山３７－１１
平川市本町平野４３－５
北津軽郡中泊町小泊小泊１９３－６
北津軽郡中泊町薄市字沖原２９－１
北津軽郡中泊町尾別字胡桃谷４－１２
北津軽郡鶴田町大字横萢字矢留崎１７０－３
北津軽郡鶴田町大字廻堰字下桂井５９－４
北津軽郡鶴田町大字山道字小泉６１－５
北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬１２５－２
北津軽郡鶴田町鶴田字中泉２４５－１
北津軽郡板柳町大字板柳字土井１３２－７
北津軽郡板柳町大字福野田字実田１７－７

電話番号
0178-28-1200
0178-70-3131
0178-82-2550
0178-22-0441
0178-45-3773
0178-22-7221
0178-44-3112
0178-33-0846
0172-57-2651
0172-57-2712
0172-43-0261
0172-44-2209
0172-57-3177
0172-44-2818
0172-44-2849
0172-57-3641
0172-44-2140
0172-44-2616
0173-64-2064
0173-58-2541
0173-57-2441
0173-28-2106
0173-22-3941
0173-22-3555
0173-22-3253
0173-23-1147
0172-73-2724
0172-72-0008

