自転車安全整備店（福島県）
平成29年02月01日
店名
ホームセンター山新 錦店
門馬自転車店
柴﨑ホンダ
ダイユーエイト いわき好間店
田巻輪業商会
佐藤モーター
ダイユーエイト いわき鹿島店
ホームセンター山新 小名浜店
カインズホーム いわき小名浜店
服部輪業商会
加藤輪業
熊田輪店
本郷輪業商会
渡辺自転車店
イオンバイク いわき内郷店
佐藤輪業
田久輪店
㈱バイクオフコーポレーション
サイクルショップ ワタナベ
ニュ－ライフカタクラ 平店
北海屋輪業
ダイユーエイト いわき城東店
One's cycle いわき店
ユウキ自転車店
髙木輪業
草野輪店
サイクルショップ モンマ
サイクルマルサン
黒木モーター
蓬田自転車店
㈲加藤輪業商会
岡崎オートショップ
サクマ輪業
安部輪業商会
齋藤自転車店
ダイユーエイト 川俣店
ウジイエモーター
佐藤自転車店
菅野自転車店
ダイシャリン 伊達店
㈲菅野商会
せいの商会
㈲富永輪業商会
稲村輪業
ダイユーエイト 保原店
菅野輪業
大友輪店
佐藤輪店
渋谷輪店
氏家サイクル
佐々木輪業商会
下山輪業
オオテ輪業
ダイユーエイト 会津坂下店
小林輪店
佐藤輪店
髙久サイクル
㈲スズキオート会津

住所
いわき市錦町鬼越下２９－１
いわき市錦町大島２０７
いわき市好間町下好間字大舘２－３
いわき市好間町中好間下川原３０
いわき市佐糖町東１－１９－３
いわき市三和町上三坂字中町１１４
いわき市鹿島町久保字馬場１
いわき市小名浜岡小名沖字１１
いわき市小名浜岡小名字岸前５３－１
いわき市小名浜下神白字館ノ腰６９－５
いわき市小名浜字上明神町４２－８
いわき市常盤湯本町三函７２
いわき市常盤湯本町宝海６５
いわき市植田町中央１－１２－１
いわき市内郷御厩町前田１１４
いわき市内郷高坂町大町１００－４
いわき市内郷綴町金谷１－２
いわき市平塩字塩向２４
いわき市平下神谷字出口９６
いわき市平三倉６８－１
いわき市平字胡摩沢４０
いわき市平字城東３－１－４
いわき市平字倉前１０９－８
いわき市平字南町５０－１
いわき市平中神谷字北出口２４
いわき市平中平窪１－７－５
いわき市平祢宜町５－１
いわき市平豊間字下町９４
いわき市勿来町酒井竹ノ内３－１
伊達郡桑折町伊達崎字前田２
伊達郡桑折町西町６２
伊達郡国見町藤田字中沢二３－７
伊達郡川俣町瓦町６３
伊達郡川俣町瓦町６５
伊達郡川俣町字中島１８
伊達郡川俣町大字鶴沢字社前18
伊達郡川俣町鶴沢東３２
伊達市伊達町箱崎字沖前６９
伊達市伊達町北後３－６
伊達市原島７－１
伊達市保原町字栄町８７
伊達市保原町字宮下９１－２
伊達市保原町字赤橋３２－１
伊達市保原町所沢字大黒内１９－１
伊達市保原町上保原字正地内２１－１
伊達市保原町大立目字北屋敷９１－１
伊達市保原町東台後１３－２
伊達市保原町二井田字南３０
伊達市梁川町字本町３６－４
伊達市梁川町字本町５８
伊達市梁川町舟生字前１９－２
伊達市梁川町南町谷川６－１
伊達市霊山町掛田字金子町２５
河沼郡会津坂下町舘ノ下７０
河沼郡会津坂下町字市中四番甲３７７３
河沼郡会津坂下町字小川原１１１４
河沼郡会津坂下町字小川原甲２７
河沼郡会津坂下町字沼田甲１９１２

電話番号
0246-62-8800
0246-62-2324
0246-36-6351
0246-36-3111
0246-62-2347
0246-85-2017
0246-58-6911
0246-53-5660
0246-73-1000
0246-92-2625
0246-92-4607
0246-43-2688
0246-42-2870
0246-62-2282
0246-26-8300
0246-26-2311
0246-26-1064
0246-34-5685
0246-34-2567
0246-23-4181
0246-25-7090
0246-37-7121
0246-68-8090
0246-25-4993
0246-34-2570
0246-25-7604
0246-25-5285
0246-88-8008
0246-64-8520
024-582-2881
024-582-3261
024-585-2245
024-566-2220
024-565-3452
024-565-2642
024-538-0071
0245-66-5855
024-583-2207
024-583-2252
0245-83-5838
024-576-2947
024-576-2736
024-576-4518
024-576-2891
024-574-2635
024-576-2681
024-576-2939
024-576-2755
024-577-3259
024-577-0288
024-577-3955
024-577-0344
024-586-1036
0242-84-1043
0242-83-2007
0242-83-2771
0242-83-2254
0242-83-3130

店名
山口輪店
星輪業商会
ビックサイクル
セフティサイクルショップ スズキ
松坂屋自転車店
山本自転車店
なまため輪業
自転車館コバヤシ
梅村輪業商会
大原輪業商会
村野商店
いのうえさいくる
㈲松坂屋商会
ﾀﾞｲﾕｰｴｲﾄOne's cycle 会津若松店
小林サイクル
天野モーターサイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰカンセキ 会津若松店 ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館

君島輪業商会
黒沢輪業商会
富樫輪業
手代木商会
遠藤輪業商会
遠藤輪店
新妻輪業商会
風月自転車店
サイクルショップよしはら
サイクルショップさかい
ワンズサイクル 郡山安積店
ダイシャリン 安積店
ダイユーエイト 郡山安積店
マスヤ輪業商会
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ郡山
ダイユーエイト 郡山横塚店
本庄輪店
佐久間輪業商会
開成ホンダ販売
くるめサイクル
ダイシャリン 桑野店
藤田輪業商会
明石自転車店
星野輪店
One's Cycle 郡山昭和店
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山店
ダイユーエイト 三春街道店
熊田サイクル商会
林サイクル
伊東輪業
サトーサイクル
ワンズサイクル 郡山さくら通り店
吉田ホンダ販売㈱
㈱平塚車輌
丸藤輪店
くまがみ輪業
Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｔｏｐ
イオン 郡山フェスタ店
ホームセンター山新 日和田店
サイクルショップさくま
カインズホーム 郡山富田店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 郡山富田店
イオンバイク 郡山並木店
ベンリー佐藤
石塚サイクル
影山輪業商会

住所
河沼郡会津坂下町茶屋町甲３８７１－１
河沼郡柳津町大字柳津字安久津乙５９
会津若松市一箕町亀賀字藤原２０－１
会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原４５５
会津若松市栄町１－１０
会津若松市河東町広田字提８４
会津若松市橋本１－１－２７
会津若松市建福寺前１－４４
会津若松市材木町１－１０－３８
会津若松市材木町１－８－１５
会津若松市相生町７－１
会津若松市大塚２－５－２
会津若松市東栄町３－４０
会津若松市南花畑３－３６
会津若松市米代２－８－１６
会津若松市北会津町蟹川２９５０
会津若松市門田町大字黒岩字南青木９８－１
会津若松市門田町大字中野字屋敷２１９－３
岩瀬郡天栄村牧之内字北田４４－２
喜多方市３－４８６１－２
喜多方市井戸尻４１２４－３
喜多方市塩川町新丁１８２０
喜多方市高郷町大田賀字大原２７５５
喜多方市字１－４６０７
喜多方市字惣座宮 ２６８６
喜多方市松山町村松字小荒井道西４０５－２
喜多方市西籠田７６６０－１
郡山市安積３－８９
郡山市安積町荒井字安部５－１１９
郡山市安積町荒井字北千保６
郡山市安積町笹川字篠川８７
郡山市駅前１－１６－７
郡山市横塚２－２７－１
郡山市開成３－１２－９
郡山市喜久田町堀之内字堂田８
郡山市亀田２－１８－１４
郡山市久留米６－６２－６
郡山市桑野４－１－１６
郡山市虎丸町１９－２３
郡山市笹川町２－２１０
郡山市小原田１－１６－２８
郡山市昭和２－１８－１４
郡山市松木町２－８８
郡山市西田町大田字河原５８－１
郡山市大槻町字上町８５－２
郡山市大槻町字六角北３０－１
郡山市大槻町菅田６６－３
郡山市中野２－２
郡山市長者１－１０５
郡山市長者１－６－２１
郡山市田村町金屋字新家１４７
郡山市田村町御代田字古町１９
郡山市田村町守山字殿町２５－１
郡山市島２－４９－１３
郡山市日和田町字小原１
郡山市日和田町字前田５５
郡山市富久山町久保田字久保田２１
郡山市富田町字上田向２５－７
郡山市富田町水穴３５－２
郡山市並木１－１－１３
郡山市片平町字新蟻塚１３３
郡山市方八町２－１５－９
郡山市方八町２－７－２０

電話番号
0242-83-2774
0241-42-2135
0242-39-6626
0242-24-1070
0242-22-5090
0242-75-2227
0242-22-5612
0242-26-2422
0242-26-3623
0242-27-3321
0242-22-1037
0242-22-0077
0242-28-1525
0242-85-8830
0242-27-5074
0242-58-2022
0242-29-3755
0242-26-8213
0248-82-2058
0241-22-0501
0241-22-1261
0241-27-4180
0242-85-2024
0241-22-0521
0241-22-0724
0241-22-4016
0241-22-1439
024-983-6565
0249-46-1001
024-937-4558
024-945-0710
024-931-1010
024-983-4144
024-923-2730
024-959-2218
024-923-3657
024-945-4320
0249-24-5488
024-932-3395
024-945-2667
024-944-7259
024-983-8481
024-942-2091
024-981-1023
024-951-1323
024-952-4817
024-951-0013
024-962-4364
024-953-8070
024-932-1620
024-943-3360
024-944-4378
024-955-2334
024-938-8280
024-968-0133
0249-58-6500
024-932-3331
024-935-3111
024-927-4527
024-934-0121
024-962-3132
024-944-2460
024-944-3007

店名
橋本輪業商会
(資)オサダ商会
サンデー 須賀川店
ダイユーエイト 須賀川東店
長沼輪業
イオンバイク 須賀川店
DCMホーマック 須賀川店
渡辺ホンダ販売㈱
ダイユーエイト 須賀川西店
オートランドとみなが
㈲大槻輪業商会
イオンバイク 白河西郷店
溝井輪業
荒井輪業
小松輪業
仁井田輪業商会
矢吹輪業
スズキサイクルモーター商会
あぶくま自転車工房
海上自転車店
佐藤輪業
長田サイクル
鵜川輪業商会
小針ホンダ
大野輪店
矢吹輪業商会
金沢自転車店
高橋輪業
佐藤輪業商会
小林輪業商会
坂本輪業商会
須藤輪業商会
坪井輪業

住所
郡山市芳賀３－１－１０
須賀川市岡東町２７
須賀川市古河１２
須賀川市広表４２－２
須賀川市弘法坦１３５
須賀川市森宿ヒジリ田２８－１
須賀川市森宿字北向８５－２
須賀川市大黒町９－４
須賀川市大袋町１６４
須賀川市大町２１０
須賀川市北町７
西白河郡西郷村小田倉字岩下１１－１
西白河郡泉崎村大字関和久字中宿１１０
西白河郡泉崎村大字泉崎字舘３４
西白河郡泉崎村大字太田川字原山１
西白河郡中島村大字滑津字二ツ山１０
西白河郡矢吹町三城目１８８－２
西白河郡矢吹町小松１９７－３
西白河郡矢吹町松倉６８８－１２
西白河郡矢吹町新町１３６
西白河郡矢吹町中町１１２
西白河郡矢吹町中町１１２－１
西白河郡矢吹町北町１６７－１３
石川郡玉川村大字小高字中村前１１－４
石川郡玉川村大字南須釜字奥平１５８
石川郡古殿町大字竹貫字竹貫３８
石川郡石川町字南町９２
石川郡石川町大字坂路字馬場宿２１
石川郡石川町大字双里字本宮３５
石川郡石川町大字沢井字西ノ作３－３
石川郡浅川町大字浅川字本町３
石川郡浅川町大字浅川字本町８４
石川郡平田村大字北方字後川７８－１５
ダイユーエイト さくらモールとみおか店 双葉郡富岡町小浜字中央４１６
菅野輪業商会
相馬郡新地町小川字向山２５－１
ワラガイ輪店
相馬市原釜字大津１７８
ダイユーエイト 相馬店
相馬市黒木源多田７
高三モータース
相馬市中村字泉町８－９
イオンバイク 相馬店
相馬市馬場野字雨田５１
丸山輪店
相馬市立谷字町畑１３６
大竹自転車店
大沼郡会津美里町永井野字下町１９０８
五十嵐輪業商会
大沼郡会津美里町新屋敷字稲荷宮甲１９８０
㈲橋本輪業
田村郡三春町斎藤字里内７
モーター＆サイクルぎどう
田村郡三春町字渋池２９
菊地輪業商会
田村郡三春町八島台１－４－８
鈴木輪業商会
田村郡小野町小野新町字荒町３０
宗像輪店
田村郡小野町小野新町字仲町３
吉野輪業
田村郡小野町小野新町字品ノ木１１５
遠藤輪業商会
田村郡小野町小野新町字本町３４
ダイユーエイト 小野店
田村郡小野町大字飯豊字五反田４８
ダイユーエイト 船引店
田村市船引町船引字小沢川代８８
押部輪業商会
田村市船引町大字門沢字直道３０４
富塚輪業商会
田村市大越町上大越字元池６１－１
やまとや輪業
東白川郡棚倉町大字棚倉字新町３４
佐久間輪店
東白川郡棚倉町棚倉字千駄櫃７３
下重輪店
東白川郡塙町大字塙字上町１１
深谷輪業商会
東白川郡矢祭町戸塚山崎１００
アサカヤ輪業
東白川郡矢祭町大字中石井字舘谷１
菊池輪店
東白川郡矢祭町東舘字石田８
丸一屋輪業商会
東白川郡矢祭町東舘字桃木町４５
馬場タイヤ自転車オートバイ販売 南会津郡只見町大字大倉字窪田１６７３－１
ダイユーエイト 田島店
南会津郡南会津町田島字田島柳４１－１
㈱優輪商会
南相馬市原町区旭町１－４９

電話番号
024-944-3810
0248-76-1000
0248-63-7135
0248-63-8860
0248-73-2365
0248-75-0744
0248-63-7311
0248-75-2511
0248-63-2015
0248-73-2969
0248-73-2806
0248-31-2451
0248-53-2433
0248-53-2418
0248-53-2824
0248-52-2105
0248-42-2416
0248-42-4953
0248-53-1011
0248-42-2120
0248-42-2559
0248-42-3262
0248-42-4226
0247-57-2115
0247-57-2074
0247-53-2048
0247-26-2333
0247-26-5829
0247-26-1011
0247-26-2612
0247-36-2062
0247-36-2105
0247-54-2046
0240-23-4115
0244-62-2091
0244-38-8531
0244-37-3232
0244-35-2061
0244-36-0911
0244-36-0140
0242-54-3361
0242-78-2019
024-944-1869
0247-62-3259
0247-62-4811
0247-72-2244
0247-72-3413
0247-72-3838
0247-72-3429
0247-71-1033
0247-81-1072
0247-85-2074
0247-79-2214
0247-33-2845
0247-33-2804
0247-43-1232
0247-46-2604
0247-46-3634
0247-46-2075
0247-46-2103
0241-86-2438
0241-64-5888
0244-23-2349

店名
佐々木輪業商会
ダイユーエイト 原町店
佐藤じてんしゃ屋
サイクルショップ柚原
山崎輪業商会
藤田輪業商会
星澄輪業
野地輪業
二階堂輪業商会
安齋輪業商会
㈲あだたらサイクル
安齋輪店
善方輪業
神野藤輪業
㈲多田車販
斎藤輪業
コメリパワー 安達店
サイクルショップ ネモト
笹川輪業商会
㈲寺山輪業商会
小泉輪業商会
鈴木自転車店
昭和輪業商会
野崎輪店
小室輪業商会
近藤輪店
やなぎ輪業商会
ワンズサイクル 白河店
㈱村田輪業商会
渡辺輪業
サ 佐藤輪店
ダイユーエイト 福島鎌田店
オートスペースゼウス 鎌田店
㈲オートショップ矢吹
寺島輪業商会
ダイユーエイト 福島黒岩店
ワンズサイクル 福島笹谷店
今野自転車店
三春屋輪業商会
伊藤輪業
新野ホンダモーター
玉根輪業
オーケー自転車店
遠藤輪業
村田輪業
加藤輪業
阿部モータース
ワンズサイクル MAX 福島店
福島ラビット商会
サイクルモーターかんの
ワンズサイクル 南福島店
八巻輪業商会
イオン 福島店
吉野輪業商会
ダイユーエイト 福島八島田生活館
サイクルショップ ウメツ
ダイユーエイト 福島飯坂店
佐竹輪業店
山岸輪業商会
加藤輪業
㈲斎藤輪業商会
㈲堀輪業
サイクルスポット ミナカワ

住所
南相馬市原町区三島町２－１９９
南相馬市原町区大字下高平字堂後１６１－１
南相馬市原町区大町１－１
南相馬市原町区南町２－８７
南相馬市原町区本町２－５７
南相馬市原町区本町２－７４
南相馬市鹿島区鹿島御前の内４４
二本松市下川崎字北向４６
二本松市郭内１－３０－２
二本松市根崎１－１４
二本松市若宮２－１０８－２
二本松市若宮２－４４－１６
二本松市小浜字新町４３－１
二本松市杉田駄子内１０７－１３
二本松市西勝田字鞍掛３７
二本松市太田字若宮５３
二本松市油井字腰巻１６
白河市桜町３３
白河市字金屋町９０
白河市字年貢町２１
白河市大工町２２
白河市大字田島字香取３
白河市天神町３５
白河市東釜子北町１３３
白河市東深仁井田字刈敷坂８１
白河市表郷金山字竹ノ内６５
白河市表郷番沢字上願１６８
白河市北登リ町２２－１
白河市本町３３
福島市岡部字西原６７－３
福島市鎌田字阿良久２１－５
福島市鎌田字鏡田３－１
福島市鎌田字御仮家１００－３
福島市宮代字田尻１２－１０
福島市郷野目字向町７
福島市黒岩字浅井７７－１
福島市笹谷字稲場３５－９
福島市笹谷字下成出１７
福島市笹谷字石田１７－１
福島市笹木野字西原５１－１２
福島市春日町１０－３４
福島市庄野字太夫五郎内東４
福島市松山町１９５
福島市松川町字原１００
福島市松川町浅川字椚林２－２
福島市瀬上町字本町６７
福島市西中央１－１２－１
福島市曾根田町１－１８
福島市曽根田町３－１５
福島市町庭坂字松ノ下４１
福島市鳥谷野字南光原１－１
福島市南矢野目字向原東８
福島市南矢野目西荒田５０－１７
福島市八島田字北古屋２－２
福島市八島田勝口７５
福島市八木田字中島４６－１
福島市飯坂町字梅津７－１
福島市飯坂町十網町１
福島市飯坂町湯野字千刈田２
福島市飯野町青木字楚利田８－７
福島市飯野町飯野字町５
福島市万世町３－２
福島市野田町４－７－１１

電話番号
0244-22-3509
0244-25-3220
0244-23-3357
0244-23-3432
0244-23-2227
0244-23-3246
0244-46-2050
0243-52-2747
0243-22-2187
0243-23-0113
0243-22-4410
0243-22-1869
0243-55-2068
0243-23-7312
0243-55-3211
0243-47-3509
0243-61-3921
0248-27-3123
0248-23-3298
0248-23-3088
0248-23-2839
0248-29-2426
0248-23-2731
0248-34-2265
0248-34-2043
0248-32-2059
0248-32-2327
0248-29-8920
0248-23-2349
024-534-6554
024-534-7214
024-552-3088
024-552-3033
0245-53-3766
024-546-1205
024-544-1303
024-563-5501
024-558-6221
024-557-6003
024-591-3262
024-535-1719
024-593-3105
024-535-2413
024-567-2348
024-548-7538
024-553-2004
024-533-1951
024-573-7900
024-535-2211
024-591-1070
024-573-5280
024-553-2369
024-558-3000
024-557-0267
024-558-2551
024-546-0704
024-541-2722
0245-42-4430
024-542-4453
024-562-2208
024-562-2041
024-534-4962
024-534-7744

店名
渡辺輪業
㈲国分輪店
増子輪店
皆川輪店
田中輪業商会
渡部モータース
山内五郎商店
㈲東日本レンタル
矢吹輪業商会
ダイユーエイト 猪苗代店
金田モーター
戸田輪業商会
塩田輪店
長谷川輪業商会

住所
本宮市糠沢沢字小田部１３９
本宮市本宮下町１８
本宮市本宮上町４－２
耶麻郡西会津町野沢字浦道添甲５０－１
耶麻郡西会津町野沢字原町乙２１４８
耶麻郡猪苗代町字町尻３４６
耶麻郡猪苗代町字本町１９－２
耶麻郡猪苗代町字本町２７－３
耶麻郡猪苗代町字本町５２
耶麻郡猪苗代町字梨木西２
耶麻郡猪苗代町千代田字ドウフケ甲２４－２
耶麻郡猪苗代町大字関都字清水下２２０１
耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田５－５
耶麻郡猪苗代町大字磐根字西久保９１４

電話番号
0243-44-3674
0243-33-2215
0243-34-2775
0241-45-2329
0241-45-2655
0242-62-3235
0242-62-2714
0242-62-4377
0242-62-3343
0242-72-0071
0242-62-2339
0242-66-2817
0242-62-3120
0242-65-2629

