自転車安全整備店（群馬県）
平成29年02月01日
店名
稲田支店
オートショップ金谷
星野モータース
Cycle Shop ONE
久保田モーターサイクル
㈲伊藤モータース
橋本輪業
セキチュー 大間々店
有阪輪業
川原モータース
㈲髙橋輪店
㈲雄谷自転車店
㈲ナカムラモータース
セキチュー 安中店
田中輪業
ごとうモーターサイクル
三澤自転車店
児島サイクル
タケ サイクルセンター
㈲町田モーターサイクル
ミスターマックス 伊勢崎店
カインズホーム 伊勢崎店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 伊勢崎店
加藤自転車商会
五味輪店
松澤輪店
小池輪店
小川サイクル
モトスペース アクセル
㈱テイクプランニング
小川商店
石坂自動車商会
㈲小保方モータース
本間自転車商会
セキチュー 伊勢崎茂呂店
五十嵐ホンダ
川端自転車店
カワダオート販売
きくちサイクル
藤本商事㈱
リボックス
近田輪店
工藤輪店
ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 富岡甘楽店
加藤モータース
長浜モーターサイクル
木村自転車店
サイクルショップ モリタ
須永輪業
早川商会
風間サイクル
針谷モーターサイクル
川島自転車店
アゼリアスポーツ 館林店
館林ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ カメヤマ
バイクルボックス笠原

住所
みどり市笠懸町阿左美２０９３－３
みどり市笠懸町阿左美３２６９－１０
みどり市笠懸町阿左美３５７
みどり市笠懸町久宮１４８－３
みどり市大間々町塩原４９１－１
みどり市大間々町大間々１１２８－１
みどり市大間々町大間々１８５８－５
みどり市大間々町大間々４０１－１
安中市安中１－２０－２８
安中市安中２－１１－２８
安中市安中２－６－２０
安中市安中３－１９－２３
安中市原市１３９１－３
安中市原市２－１０４２－１
安中市鷺宮３０８８－５
安中市松井田町八城３５０－２
安中市板鼻２－４－３１
伊勢崎市ひろせ町４１１５－４
伊勢崎市羽黒町１０－２０
伊勢崎市羽黒町２０－６
伊勢崎市宮子町１８９ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ伊勢崎店内
伊勢崎市宮子町３２００
伊勢崎市宮子町３２３５
伊勢崎市境４４４
伊勢崎市境７８６
伊勢崎市境百々６８－１
伊勢崎市曲輪町３５－６
伊勢崎市三光町７－２２
伊勢崎市新栄町４０１８－５
伊勢崎市太田町１０００
伊勢崎市大手町２－１
伊勢崎市田部井町１－１０１０
伊勢崎市田部井町２－４１５－２
伊勢崎市東本町３４６
伊勢崎市南千木町２２７２－１
伊勢崎市馬見塚町１５１８
伊勢崎市平和町２６－２
伊勢崎市豊城町１９０６
伊勢崎市北千木町８９７－１
伊勢崎市堀口町６７０－１
伊勢崎市連取本町１４－１０
甘楽郡下仁田町下仁田３７０－１３
甘楽郡下仁田町青倉１１２－５
甘楽郡甘楽町大字福島９００
甘楽郡南牧村磐戸３１８－３
館林市羽附１５４１－５
館林市松原１－９－３２
館林市新宿１－１－６
館林市新宿１－４－３７
館林市諏訪町１００２－３
館林市大街道１－１５－１
館林市大手町４－３３
館林市大手町６－２１
館林市楠町字沼附３６２２－４
館林市美園町６－１１
館林市富士見町７－２３
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰカンセキ 館林店 ﾈｵ･ｻｲｸﾘｽﾀ館 館林市緑町２－３－１
サイクルショップ タジマ
桐生市境野町２－６５７－１

電話番号
0277-76-5096
0277-76-2308
0277-76-2416
0277-32-5505
0277-73-3427
0277-73-1233
0277-72-1670
0277-73-5222
027-381-0407
027-381-1191
027-381-0236
027-381-0379
027-385-8460
0273-85-1830
027-381-1494
0273-93-0929
027-381-0605
0270-25-0683
0270-32-3620
0270-32-4539
0270-26-8181
0270-20-1111
0270-30-1572
0270-74-0352
0270-74-2145
0270-76-0886
0270-25-4530
0270-23-0354
0270-21-3590
0270-21-3190
0270-25-1543
0270-62-0139
0270-62-0067
0270-25-1569
0270-50-8311
0270-32-0335
0270-25-3148
0270-25-1630
0270-25-4841
0270-32-5421
0270-23-9221
0274-82-3127
0274-82-2803
0274-74-7111
0274-87-2033
0276-73-0324
0276-72-1830
0276-72-1022
0276-72-1853
0276-72-3247
0276-72-2075
0276-73-1388
0276-72-1611
0276-71-0522
0296-73-0248
0276-72-1413
0276-72-8111
0277-44-5170

店名
アライホンダ
東自転車店
津久井輪店
オートショップ下山
セキチュー 桐生南店
タケダ輪業
高橋サイクル
㈱河原井商会
山上輪業
ワダモーターサイクル
井田モーターサイクル
岩崎モータース
オートサイクル中林
パル イシイ
タケダ輪業 東店
タメガイモーターサイクル
サイクルショップいわわき
ブスジマ輪業
サイクルこじま
河原井サイクル
セキチュー 中之条店
斉藤モーターサイクル
㈲唐沢モータース
河野モータース
上原輪店
スズキサイクル
大山サイクル
清水輪店
ヒグチオート
森田輪店
赤坂輪店 貝沢支店
青木自転車店
大沢モーターサイクル
カインズホーム 吉井店
天田自転車商会
埜中輪店
山田モータース
木村自転車店
阿久沢輪店
㈲重田サイクル
山田自転車店
㈲伸関輪業
ウイングハギワラ
武井自転車店
イガラシサイクル
CYCLETECH-IKD
倉本モータース
ｶｲﾝｽﾞFCイシヅｶ 高崎東部店
アラキサイクル
ゼブラ自転車高崎
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高崎東店
塚越オートショップ
森戸サイクル
いび輪店
大畠商会
小島モータース
ｽﾎﾟｰﾂｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ クライム
㈲宮一自転車商会
てらお二輪
河野サイクル
ミスターマックス 倉賀野店
ＣＹＣＬＥＨＯＵＳＥ ＷＩＳＨ
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 高崎店

住所
桐生市境野町６－１４６３－８
桐生市錦町２－９－６
桐生市広沢町１－２９１６
桐生市広沢町２－２９６８
桐生市広沢町５－１４３８－１
桐生市三吉町２－３－８
桐生市小曽根町８－３４
桐生市新宿３－１－１１
桐生市新里町小林１２７－４
桐生市新里町新川１４４－１
桐生市新里町新川２０５９－１
桐生市川内町３－３７５－４
桐生市相生町２－７０９－２１
桐生市相生町５－６６９－１６
桐生市仲町１－６－１５
桐生市堤町２－１－２１
桐生市東２－８－１
桐生市東６－３－４
桐生市梅田町１－１２４－７
桐生市本町６－３８７－２
吾妻郡中之条町青山１９４－１
吾妻郡中之条町大字伊勢町５７５
吾妻郡中之条町大字中之条町１７９７
吾妻郡東吾妻町原町３８８
吾妻郡東吾妻町箱島７８７－３
高崎市井野町１０３２－１１
高崎市引間町９１３
高崎市沖町６６５
高崎市下室田２３２４
高崎市下小塙町１４１９
高崎市貝沢町２０７６－２
高崎市貝沢町８５６
高崎市吉井町吉井１３２
高崎市吉井町池１７０
高崎市弓町１１５
高崎市九蔵町９２
高崎市剣崎町１１５０－５
高崎市剣崎町２５７－７
高崎市元島名町３６０－１
高崎市江木町１７９
高崎市江木町７１８
高崎市高関町３１５－６
高崎市三ツ寺町１１８５－１
高崎市山名町６２８
高崎市若松町７３
高崎市若松町７９
高崎市上佐野町６９３－１
高崎市上大類町８７９
高崎市上中居町１５３－２
高崎市上中居町４８３－１３
高崎市上中居町４９２－１
高崎市上並榎町 乙７４６
高崎市新町２０７５－２
高崎市新町２４８８－１２
高崎市新町２６３０
高崎市新保町１５７２－１
高崎市正観寺町２１２
高崎市石原町３１８６－１
高崎市石原町３３７９－５
高崎市倉賀野町１１４８
高崎市倉賀野町４６９１－１
高崎市足門町８２４－２
高崎市大八木町６２２－１

電話番号
0277-45-0679
0277-44-8551
0277-54-1252
0277-54-1683
0277-53-5222
0277-47-0181
0277-22-9303
0277-45-0181
0277-74-8900
0277-74-4665
0277-74-3991
0277-65-9426
0277-54-0620
0277-52-7622
0277-44-0181
0277-22-0633
0277-43-2201
0277-44-7421
0277-32-1683
0277-44-5932
0279-75-1225
0279-75-2793
0279-75-2067
0279-68-2717
0279-59-3815
027-362-7381
027-373-2168
027-343-6028
027-340-5333
027-343-4399
027-363-2988
027-362-0582
027-387-2230
027-320-3222
027-322-3718
027-322-1117
027-344-1808
027-343-8705
027-352-5657
027-322-2845
027-323-1641
027-322-2955
027-373-0162
027-346-2407
027-323-3886
027-387-0230
027-322-7237
027-352-5555
027-322-5146
027-322-0015
027-310-3738
027-361-1922
0274-42-1829
0274-42-0451
0274-42-1409
027-352-5252
027-363-9631
027-322-3810
027-327-8008
027-346-2489
027-346-8181
027-372-5550
027-370-3711

店名
㈲飯塚モータース
市川サイクル
鈴木輪店
サイクルフレンドまつもと
マスヤ輪店
イオンバイク 高崎店
赤坂輪店
倉本商店
セキチュー 高崎店
黒沢輪店
サイクルＢＯＸさとう
重田オートサイクル
㈲秋山商店
吉原モータース
森下モータース
市川自転車店
㈱吉田商会
セキチュー 高崎矢中店
神戸サイクル
木嶋自転車店
萩原モータース
一倉輪店
渋川乗物センターこんどう
近藤商会
中村輪店
サイクルショップさいとう
池田モータース
栗原サイクル
㈲小林輪業
石関モータース
カインズホーム 渋川有馬店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰセキチュー 沼田恩田店
㈲外丸自転車店
おおたけサイクル
池田モータース
生方自転車店
高橋モータース
生方オート販売
小林自転車店
金子モータース
サイクルショップ ヤギハラ
町田自転車店
高岸モータース
セキチュー 前橋関根店
松下自転車店
岡崎輪業
小林自転車店
㈲みねぎしサイクル
㈲上田輪店
北㈱ キタサイクル
塚越輪店
中島輪店
タキザワサイクル
㈲辻岡モーターサイクル
関口輪業
岩下輪店
若井サイクル
イオンバイク ガーデン前橋店
ヤマモトサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 前橋上小出店
㈲河原自転車店
カインズホーム 前橋みなみﾓｰﾙ店
石倉自転車店

住所
高崎市大八木町９００
高崎市中居町２－７－４
高崎市中泉町５３７－２
高崎市中尾町６４２－１
高崎市鶴見町５－１
高崎市棟高町１４００
高崎市南大類町１３８２－２
高崎市南町６－１６
高崎市飯塚町１９－１
高崎市飯塚町７４３
高崎市片岡町２－１２－１１
高崎市保渡田町２３７５－２
高崎市末広町１
高崎市箕郷町西明屋２８２
高崎市箕郷町西明屋３３９－１
高崎市綿貫町７８３
高崎市問屋町４－３－２
高崎市矢中町６３４－１
高崎市連雀町７９
高崎市檜物町１２１
佐波郡玉村町上茂木１５０－５
渋川市阿久津１７０
渋川市金井１５８０－１
渋川市渋川１６９９－７
渋川市渋川１８４７
渋川市吹屋６７－１
渋川市中郷１２２４－１
渋川市中郷２２５５－２６
渋川市北橘町真壁１７５６－１
渋川市北橘町真壁５４４－１
渋川市有馬字中井２８７
沼田市恩田町２５４
沼田市硯田町１１７－２
沼田市上沼須町８２２
沼田市鍛冶町９８１
沼田市中町８６６
沼田市町田町９０５－８
沼田市東原新町１８０３
沼田市東原新町１８４０－５
沼田市利根町追貝１１６
前橋市下細井町１３９－３
前橋市下小出町３－１５－７
前橋市下大屋町３４４－５
前橋市関根町１－２－４３
前橋市岩神町３－１１－４
前橋市駒形町１１１９
前橋市元総社町２３９３－３
前橋市広瀬町１－１５－７
前橋市紅雲町２－１２－１８
前橋市紅雲町２－３－４
前橋市荒口町５３１－６
前橋市国領町２－２－１
前橋市国領町２－２－１８
前橋市三河町１－１３－１２
前橋市若宮町１－８－１
前橋市若宮町２－１２－２５
前橋市住吉町２－１－２
前橋市小屋原町４７２－１
前橋市上沖町２６９－２
前橋市上小出町３－４０－１
前橋市城東町２－３－１８
前橋市新堀町１８
前橋市西片貝町１－２３６

電話番号
027-361-2487
027-352-2353
027-373-1712
027-363-1669
027-322-0862
027-310-9500
027-325-6805
027-322-6074
0273-63-5222
027-361-2258
027-325-3972
027-373-5954
027-323-5607
027-371-2183
027-371-2292
027-346-4836
027-363-8161
027-350-5611
027-322-5615
027-322-4235
0270-65-8000
0279-22-0842
0279-23-2726
0279-22-0286
0279-22-0639
0279-24-0965
0279-53-2221
0279-53-2140
0279-52-3160
0279-52-2627
0279-60-5111
0278-24-5222
0278-22-2943
0278-23-3320
0278-22-4194
0278-22-2567
0278-23-0681
0278-22-5026
0278-24-4169
0278-56-3133
027-231-1308
027-232-6555
027-268-2642
027-231-5222
027-231-6726
027-266-0034
027-251-1066
027-261-3777
027-221-7352
027-223-1953
027-268-2143
027-231-5202
027-231-5619
027-224-5152
027-231-7140
027-231-6628
027-231-0120
027-266-0707
027-232-9429
027-210-2200
027-231-5691
027-289-2333
027-231-0630

店名
自転車教室アタック
片貝自転車商会
カインズホーム 青柳店
㈲秋山商店
折間輪業
Bike Shop NAKAJIMA
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 前橋大友店
重田サイクル 大利根店
岩村モータース
岩崎輪業
バイクショップ ヤマモト
㈲飯島輪業
関口自転車店
CYCLHOUSE WISH 前橋南店
セキチュー 前橋駒形店
㈲小林商会
サイキサイクル
まひでモーターサイクル
トラヤ輪店
㈲代一商会
高橋自転車店
カインズホーム 大胡店
藤井輪店
生方サイクル店
けやきｳｫｰｸ前橋 アピタ前橋店
㈲岩田商店
スポーツサイクル イチカワ
新井自転車店
吉原自転車店
平岩自転車店
稲村自転車店
モト＆サイクル ウチダ
ストロング商会
ジョイフル本田 新田店
北爪サイクル
桑原自転車店
㈲小林モータース
サイクルショップ玉手
イオン 太田店
永島輪業商会
冨士屋輪店
㈲富岡商店
サイクル.ショップ カネダ
ガレージＹＡＧＩ
㈱翼
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 太田店
カインズ おおたモール店
サイクルショップ カナヤ
サイクルショップ ないとう
㈲毒島モーターサイクル
有我自動車
サイクルショップいわい
セキチュー 藤岡インター南店
笹井自転車商会
堀越輪業
飯塚自転車店
高橋軽車商会
今泉自転車店
長谷川輪業商会
多野輪業
角小林商会
大手輪店
㈲柴垣商会

住所
前橋市西片貝町１－３１３－１６
前橋市西片貝町２－８３
前橋市青柳町１３５
前橋市青柳町３８０
前橋市石倉町１－４－４
前橋市千代田町２－９－５
前橋市大友町１－５－７
前橋市大利根町２－２－３
前橋市朝倉町２－２－４
前橋市朝倉町３－４７－３
前橋市朝日町３－１５－３
前橋市朝日町３－２２－２
前橋市鶴光路町１０１－５
前橋市天川原町１－７－５
前橋市東善町４３－１
前橋市東片貝町１１１２
前橋市東片貝町８４１
前橋市南町３－４８－８
前橋市南町３－７－１
前橋市二之宮町１３８６－２
前橋市粕川町女渕４６３－５
前橋市樋越町６８７
前橋市文京町１－３２－１４
前橋市文京町１－５２－８
前橋市文京町２－１－１
前橋市平和町１－６－５
前橋市平和町２－６－２２
前橋市房丸町２５４
前橋市堀越町１０６７－１
前橋市六供町２１３－２
太田市下田島町５７１－１
太田市高瀬町３２－２
太田市高林東町１６２２
太田市新田市野井町５５６－１
太田市新田早川町２３３
太田市新田村田町１０８５－２
太田市新田中江田町１２２５－１
太田市石原町４７３－３
太田市石原町８１
太田市台之郷町１０９０
太田市大原町１７２８
太田市東本町２７－３
太田市東本町９－１２
太田市東矢島町１２９０－３２
太田市内ケ島町１４４７－１
太田市飯塚町１６９５－２
太田市飯塚町６２５－1
太田市福沢町１６８－１
太田市藪塚町２８２２－２
太田市藪塚町４２８－４
藤岡市鬼石１３４－１
藤岡市上落合９５０－１７
藤岡市中栗須３９０
藤岡市藤岡１２６－６
藤岡市藤岡１５１６－２
藤岡市藤岡１６０３－１
藤岡市藤岡１６３１－３
藤岡市藤岡１６９１－１
藤岡市藤岡３２２－４
藤岡市藤岡３８０－５
藤岡市藤岡乙３９９
富岡市七日市１１４８
富岡市富岡１１５２

電話番号
027-237-9199
027-224-3357
027-235-1888
027-232-6610
027-251-0084
027-234-2040
027-219-3227
027-252-2188
027-263-1856
027-263-1012
027-221-4375
027-224-3941
027-265-0928
027-289-4141
027-280-8511
027-263-3535
027-224-3832
027-221-0134
027-221-7282
027-268-3083
027-285-2118
027-230-4555
027-221-9959
027-221-7939
027-226-8811
027-231-2334
027-231-7612
027-265-1789
027-283-2049
027-221-6901
0276-31-0503
0284-71-5792
0276-38-0226
0276-57-7100
0276-56-2735
0276-57-1155
0276-56-0345
0276-45-5320
0276-47-8800
0276-22-2650
0277-78-2048
0276-22-3161
0276-22-3030
0276-45-0265
0276-46-5568
0276-60-1190
0276-48-1000
0276-38-1715
0277-78-2596
0277-78-2005
0274-52-2635
0274-22-3165
0274-22-8000
0274-22-0544
0274-22-0876
0274-23-7976
0274-22-0681
0274-22-0422
0274-22-0128
0274-22-0506
0274-22-0675
0274-62-1969
0274-62-0138

店名
中島オート商会
髙野輪業
宮下サイクル商会
新井輪店
セキチュー 富岡店
岩田輪業センター
カインズホーム 前橋吉岡店
㈲小林輪店
ジョイフル本田 千代田店
岡戸自転車店
金子自転車店
サイクルショップ キムラ
カインズホーム 大泉店
ムトウサイクル
㈲吉野ホンダ
サイクルショップ黒須
㈲田口商会
奥沢自転車店
中川輪店
栗田自転車商会
大塚商会
㈲河合自転車店
兵藤輪店
㈱遠藤モータース

住所
富岡市富岡１１９３
富岡市富岡１４３２
富岡市富岡１４５４
富岡市富岡１４９０－１
富岡市富岡２２７３－１
北群馬郡吉岡町小倉４０８－９
北群馬郡吉岡町大久保８２１
北群馬郡榛東村山子田１４６０
邑楽郡千代田町萱野８１３－１
邑楽郡千代田町上五箇２３９
邑楽郡千代田町福島４４３－４
邑楽郡大泉町坂田２－１６－１５
邑楽郡大泉町坂田５８街区１０００
邑楽郡大泉町西小泉４－９－２０
邑楽郡大泉町大字吉田１０３１－９
邑楽郡大泉町中央３－１０－１０
邑楽郡板倉町大字海老瀬１５５７
邑楽郡明和町字新里５４
邑楽郡邑楽町大字赤堀２１８４
邑楽郡邑楽町大字中野３８３１
邑楽郡邑楽町大字中野４４５８
利根郡みなかみ町布施１６０９－４
利根郡昭和村橡久保 ５０８－１
利根郡川場村川場湯原２７１３－３

電話番号
0274-62-0293
0274-62-0638
0274-62-0389
0274-62-4030
0274-64-5640
0279-54-3274
0279-55-6111
0279-54-4090
0276-55-0700
0276-86-2465
0276-86-2417
0276-62-2751
0276-20-3111
0276-62-2670
0276-62-4408
0276-62-2754
0276-82-1128
0276-84-2825
0276-88-4088
0276-88-4369
0276-88-0106
0278-64-0030
0278-22-1168
0278-52-2151

