自転車安全整備店（福井県）
平成29年02月01日
店名
㈲オートサービス上野
加藤自転車店
木下サイクル
タマヤサイクルショップ
藤原サイクル
㈱ 藤谷商店
ＤＣＭカーマ 武生店
北村商会
村田サイクル
サイクルセンター モリ
なおえ自転車店
オオサカサイクル
㈱ﾎｰﾑｾﾝﾀｰみつわ 武生店
上嶋自転車店
鈴木自転車店
サイクルセンター米沢
サイクルショップ デムラ
藤田モーター㈱
タンボオート商会
伊藤自転車店
塩谷商会
伊東サイクル
マルワ商会
カドサイクル
小嶋サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 丸岡店
ホームセンター みつわ丸岡店
竹中商会
長谷川自転車商会
コメリパワー 坂井店
高原自転車商会
ツダサイクル
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ STEP-1
サイクルショップ モリマサ
アルプラザ アミ
アルプラザ 鯖江
笠嶋自転車商会
竹内サイクル
Bicycle Shopついんず
㈱柏崎モータース
橋本自転車商会
ソーマサイクル
㈲ウメダサイクル
兵庫自転車店
沢井自転車店
藤原自転車店
河原商会
㈲大下モーター商会
村中モーターサイクル
㈱滝本ホンダ
新谷サイクル
白野輪業商会
山川自転車商会
前田サイクル
西田オート二輪
㈲岩崎自転車店
赤井オート商会
西本サイクル

住所
あわら市北１１－１６８－１
越前市粟田部町３４－１３－５
越前市横市町２９－５４－１
越前市京町１－５－３２
越前市国府１－１１－１４
越前市小野谷町４－３－４
越前市新町５－１
越前市深草２－１－４
越前市西尾町１４－１－１３
越前市村国２－１－３２
越前市中央１－１２－２６
越前市定友町４－１０－１
越前市畑町５－１８
越前市平和町１２－１５
越前市本町９－１５
越前市野岡町１０－１－１１
吉田郡永平寺町松岡春日１－４８
吉田郡永平寺町松岡領家１８－９４
吉田郡永平寺町竹原２－１－１０
坂井郡芦原町二面３４－５０
坂井郡丸岡町谷町３－２６
坂井郡丸岡町谷町３－６
坂井郡丸岡町寅国４－５
坂井郡丸岡町本町２－４８－１
坂井郡金津町花乃杜１－１９－１４
坂井市丸岡町羽崎１４字１２－１他２７筆
坂井市丸岡町吉政第８－１７
坂井市坂井町下新庄１２－１３－２
坂井市坂井町上新庄４４－１４
坂井市坂井町蔵垣内第３６－２１
坂井市坂井町長畑２８－１８
坂井市三国町錦４－３－１０
坂井市三国町新宿２－４－１９
坂井市三国町滝谷３－１－１５
坂井市春江町随応寺第１６－１１
鯖江市下河端町１６字下町１６－１
鯖江市下河端町９７－７－３
鯖江市三六町２－５－１５
鯖江市神明町３－４－４１
鯖江市大野町１９－２
鯖江市日の出町１１－１０
鯖江市北中町３３８
鯖江市本町１－３－２５
三方郡美浜町河原市１９－４－６
三方郡美浜町佐田５０－３９
三方上中郡若狭町横渡１３－１３
三方上中郡若狭町三方３９－９－１
勝山市郡町１－１－１４
勝山市元町１－６－１５
勝山市荒土町新保４－１２３
勝山市芳野町１－８－１６
勝山市芳野町２－１－３５
勝山市本町２－５－３７
小浜市一番町２－７
小浜市駅前町３－１１
小浜市丸山４４－４
小浜市国分町４７－５
小浜市小浜白鳥２３

電話番号
0776-74-1004
0778-42-1379
0778-23-6184
0778-22-1592
0778-22-1883
0778-24-0805
0778-23-4171
0778-22-1916
0778-27-7315
0778-22-0225
0778-22-3674
0778-42-1389
0778-25-7766
0778-22-3802
0778-22-1585
0778-42-0373
0776-61-0450
0776-61-2040
0776-64-2219
0776-77-2318
0776-66-0163
0776-66-1433
0776-66-7489
0776-66-0491
0776-73-2419
0776-68-0634
0776-67-1333
0776-66-8400
0776-66-0755
0776-72-3271
0776-66-1744
0776-82-0065
0776-82-5223
0776-82-2323
0776-51-3999
0778-54-8181
0778-51-1482
0778-51-1453
0778-53-0575
0778-51-4806
0778-51-2048
0778-65-0021
0778-51-0556
0770-32-0712
0770-38-1504
0770-45-0702
0770-45-0034
0779-88-0485
0779-88-2327
0779-89-3223
0779-87-2155
0779-88-0382
0779-88-0073
0770-52-4849
0770-52-1713
0770-53-0798
0770-52-1550
0770-52-2026

店名
上谷サイクル店
㈲アカオタイヤ商会 大手町店
井上サイクル
ＭＡＣマツシタ
石川自転車商会
田中モータース
㈲菊川商会
木瀬モーターサイクル商会
中山自転車店
川縁モータース
吉田商会
和田サイクル商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰみつわ 九頭龍店
小林サイクル
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰヤマキシ 朝日店
㈱おかやま
石本商会
寺田自転車店
川元サイクル
㈱西岡由商会
原サイクル
堀場自転車店
大谷サイクル
岡村サイクル
宮本サイクル
竹内サイクル
鳥居商会
ハシモトモータース㈱
中川商会
井坂サイクル商会
サイクルオート サカイ
山本輪業
勝見自転車商会
ＤＣＭカーマ 福井南店
日之出自転車商会
サイクルショップＡＢＥ
髙村サイクル
アルプラザ ベル
加藤サイクル
スガハラサイクル
サイクルショップ イワモト
Ｂ．Ｂショップ サカジリ
長谷川自転車商会
飯田サイクル
八杉サイクル
斉川自転車
㈲笈田モータース
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 福井西店
ＤＣＭカーマ 福井社北店
池端サイクル
吉田サイクル
豊岡サイクル
杉本商会
伊藤自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰみつわ 菅谷店
田仲自転車店
フジタオート販売
笠島モータース
吉波サイクル
㈲島田モータース
酒井サイクル店
藤田サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 福井北店

住所
小浜市小浜竜田町５４
小浜市大手町３－８
大飯郡高浜町三明７４
大飯郡高浜町和田１２５－１２－１
大野市稲郷４４－１３
大野市右近次郎４０－８２－２
大野市元町１１－３
大野市元町３－１２
大野市春日２－１－１０
大野市上野７１－７
大野市中野３－１－２５
大野市中挾２－８０５
大野市南新在家第３３－３８
大野市本町９－１８
丹生郡越前町乙坂３９字１
丹生郡越前町西田中４－４０８
敦賀市金山７３－６
敦賀市元町７－１４
敦賀市三島町１－６－３３
敦賀市市野々町１－１３
敦賀市松原町９－２７
敦賀市神楽町２－１－１３
敦賀市川崎町７－２６
敦賀市相生町１６－１６
敦賀市津内町２－３－１８
敦賀市津内町３－７－４
敦賀市莇生野９３－１
南越前町東大道２９－４－３
南条郡南越前町今庄７５－１４
南条郡南越前町湯尾５４－４９
福井市下江守町４－７－８
福井市下江尻町９－１９－２
福井市下森田本町５－５
福井市下馬町３－７０２
福井市花月３－６－１２
福井市花月４－２－２４
福井市花月４－８－７
福井市花堂南２－１６－１
福井市花堂北２－１２－７
福井市花堂北２－８－１７
福井市学園３－７－２５
福井市久喜津町５３－２２
福井市御幸１－１９－１０
福井市御幸２－２５－７９
福井市四ツ井１－１１－１５
福井市志比口３－２－１
福井市篠尾町３９－１８
福井市若杉１－３１１３
福井市若杉４－１１０１
福井市春山町１－７－１１
福井市勝見３－７－３０
福井市照手１－４－１４
福井市上北野１－１－２６
福井市上野町９－５７
福井市菅谷２－１２－１０
福井市清水杉谷町３－１２５
福井市足羽２－１７－１９
福井市足羽３－９－２４
福井市大宮１－３－２３
福井市大宮３－１４－９
福井市大手２－１２－２６
福井市大手３－１２－１０
福井市大和田１－１４０８

電話番号
0770-52-1119
0770-52-1031
0770-72-0262
0770-72-3027
0779-65-1314
0779-65-2552
0779-66-2139
0779-65-3131
0779-66-3575
0779-66-4188
0779-65-4740
0779-66-5731
0779-66-3344
0779-66-4443
0778-34-8885
0778-34-0108
0770-22-1674
0770-22-0436
0770-22-3829
0770-22-0178
0770-22-3405
0770-22-0633
0770-22-0368
0770-22-0294
0770-22-1773
0770-22-0432
0770-22-1761
0778-47-2056
0778-45-0066
0778-45-0612
0776-34-4001
0776-38-1236
0776-56-0312
0776-34-4300
0776-23-3193
0776-24-5363
0776-23-8344
0776-35-3111
0776-35-1169
0776-36-3018
0776-22-4546
0776-36-1199
0776-24-5225
0776-24-2992
0776-54-1245
0776-54-4459
0776-41-2982
0776-32-5253
0776-33-5000
0776-23-2749
0776-24-5226
0776-22-5109
0776-54-5466
0776-83-0618
0776-21-8363
0776-98-2031
0776-35-1509
0776-36-8312
0776-23-6214
0776-26-3555
0776-23-4904
0776-23-0229
0776-52-5095

店名
モト・スペース アキモト
糸生モータース
坂井サイクル
坂本輪業
サカイサイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰみつわ 四ツ居店
舟澤自転車店
サーバサイクルズ
YSP福井南
ミヤザキサイクル

住所
福井市長本町１１１
福井市徳光町４２－２１－６
福井市二の宮４－５－６
福井市風巻町１３－１９
福井市福１－１１１２
福井市北四ツ居１－２５－１
福井市北四ツ居町３－５５－１
福井市明里町１０－３１
福井市木田３－３１０７－２
福井市和田１－７－１３

電話番号
0776-53-5413
0776-41-0617
0776-23-3890
0776-98-5111
0776-35-1570
0776-53-2226
0776-54-1417
0776-36-0589
0776-35-4180
0776-21-2039

