自転車安全整備店（北海道）
平成29年02月01日
店名
サイクルハウス クランカー
はたサイクル
サイクルショップ早勢
イオン 旭川永山店
前田自転車商会
サイクルオート ササキ
佐々木自転車商会
森下自転車商会
松下自転車商会
石川輪業
箕浦自転車商会
㈲富士商会
㈲斉藤自転車商会
土田フリー商会
森 軽輪商会
イオン 旭川春光店
阿部自転車商会
イシハラサイクル
㈲髙砂輪業
吉田輪業
イシハラサイクル 忠和店
山田自転車商会
オートサイクルてらだ
山中輪業 ㈱
谷口自転車商会
和田サイクルスポーツ
セフティハウスあらし
山下自転車商会
㈲酒井自転車商会
サイクルショップうめもと
サイクルショップごとう
サイクルショップ スズキ
サイクルハウスながなわ
㈲はっとりスポーツ商会
イオン 旭川西店
㈲常磐商事
岩瀬輪業 ㈲
サイクル ミズシタ
ホーマックニコット 芦別店
イエローグローブ 芦別店
サイクルショップあぶかわ
ホワイト アイル
㈲田中サイクル商会
サイクルショップこばやし
高柳商会
サイクルショップ ツーリム
イオン 伊達店
沢田自転車商会
サイクルショップ坪田
サイクルショップわたり
サイクル＆タイヤさとう
佐々木自転車商会
澤谷自転車商会
後藤自転車商会
佐藤自転車商会
サイクルショップ堀
中田商会
㈱三浦商店

住所
旭川市旭神一条５－８－２１
旭川市旭町一条９－６８９－２１
旭川市一条通４－左７
旭川市永山３条１２－２－１１
旭川市永山三条１８－１－１２
旭川市永山七条７－３－２２
旭川市永山町二条２１－２－２２
旭川市永山二条２０－１０－１０
旭川市永山六条１１－６－２０
旭川市宮下通２０丁目
旭川市九条通１４－右１０
旭川市五条通８－右４
旭川市四条１４－１３９６
旭川市四条通１３－右１
旭川市七条西１－２－５
旭川市春光町１０
旭川市春光六条４－１－２１
旭川市神居三条１１丁目
旭川市神居二条８－２－１７
旭川市大町１条１０－１８１－９９
旭川市忠和五条５－１－２０
旭川市東旭川南一条６－５－１２
旭川市東光五条７－７－５
旭川市東光十一条４－４－２６
旭川市東鷹栖四条３丁目
旭川市南三条２４丁目
旭川市二条通３－左１０
旭川市豊岡四条５－１０－７
旭川市末広一条１０－３－２９
旭川市末広五条７－１０－１４
旭川市末広三条１－１－７
旭川市末広東一条１－１－６
旭川市末広二条４－１－１
旭川市緑町１６丁目
旭川市緑町２３－２１６１－３
芦別市常磐町５１６
芦別市北三条西１－１－２２
芦別市北三条東１－１３
芦別市北四条東１－８
芦別市本町４３－１
虻田郡京極町字京極２２７
虻田郡倶知安町字旭３９２
虻田郡倶知安町北二条東１－１
虻田郡洞爺湖町旭町５
虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４
伊達市梅本町４５－１７
伊達市末永町８－１
磯谷郡蘭越町蘭越４７－２
雨竜郡雨竜町第9町内
雨竜郡沼田町南一条３－５－３
雨竜郡秩父別町二条１丁目
雨竜郡妹背牛町１区７町内
浦河郡浦河町荻伏町１０－１
浦河郡浦河町荻伏町５３２－５
歌志内市字神威２４
歌志内市字本町２
河西郡芽室町西一条２－２
河西郡芽室町東一条２－６

電話番号
0166-66-7500
0166-51-3852
0166-22-4807
0166-47-7111
0166-48-1624
0166-48-7198
0166-48-0284
0166-48-1055
0166-47-4567
0166-31-5417
0166-23-9265
0166-23-4589
0166-23-6453
0166-23-9442
0166-22-6046
0166-55-3100
0166-53-1489
0166-63-2980
0166-61-1343
0166-51-0532
0166-61-1727
0166-36-1534
0166-32-4161
0166-31-7536
0166-57-2162
0166-32-1663
0166-22-3872
0166-31-4310
0166-57-2173
0166-57-3830
0166-55-2258
0166-51-3636
0166-51-3723
0166-51-1683
0166-59-7800
0124-22-3266
01242-2-2414
01242-2-5925
0124-22-3722
0124-23-3211
0136-42-2046
0136-22-2515
0136-22-1298
0142-76-2373
0142-75-2406
0142-23-3207
0142-21-3100
0136-57-5520
0125-77-2523
0164-35-2811
0164-33-2855
0164-32-2171
01462-5-2510
0146-25-2352
0125-42-3171
0125-42-2541
0155-62-3152
0155-62-2136

店名
サイクルひらの
成瀬サイクル
㈱キング商会
田中自転車商会
㈲坂井自転車商会
サイクルストアー市川
岡下商会
㈲白石商店
遠藤商会
阿部商会
㈲バイクｱﾝﾄﾞサイクルもんま
サイクルプロショップひらの
磯野商会
DCMホーマック 岩見沢店
イオン 岩見沢店
DCMホーマック 岩見沢東店
㈲砂原商会
木下商会
横山商会
㈲辰田商会
サイクルショップおのだ
田中自転車店
佐藤自転車商会
石見サイクル
河野商会
菅原商会
斉藤自転車商会
サイクルオートセンタ-たなか
髙崎商会
青山サイクル
トコトコ サイクリング
立野サイクル
矢野商会
イオン 釧路店
サイクルショップあべ
DCMホーマック 木場
サイクルセンター佐藤
やました商店
㈲野上商会
㈲平山モーター商会
大久保自転車商会
佐藤オート
イオンバイク 釧路昭和店
城山輪業サイクルショップ
㈲二輪ショップツチヤ
佐藤自転車商会
㈱サイクルハウスわたなべ
竹内自転車商会
竹内商事 ㈱
井上モーターサイクル商会
玉川サイクル商会
㈲ミナトモーター
山岸モータース
遠藤商会
富川自転車商会
DCMホーマック 元江別店
㈲なんぶ商会
イオン 江別店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 江別店
サイクルステーション サイトウ
㈲奥野商会
サイクルセンター マツバラ
㈲ポテトサイクル

住所
河東郡音更町木野大通り西８－１
河東郡音更町柳町南区１９－１０
河東郡士幌町字士幌本通東３０
河東郡鹿追町新町１－２９
河東郡上士幌町字上士幌東３－２３９
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３５
樺戸郡新十津川町中央１８－９
樺戸郡新十津川町中央７－１８１
茅部郡鹿部町鹿部１３６
茅部郡森町字御幸町１８－１３
岩見沢市九条東１丁目
岩見沢市五条西１１－１
岩見沢市志文本町三条３丁目
岩見沢市大和一条８－６
岩見沢市大和四条８－１
岩見沢市二条東１２－１－１
岩見沢市美園六条６丁目
岩見沢市北村栄町５９９－１０
岩見沢市北二条西１１－１－２１
岩見沢市北本町西１丁目
岩見沢市幌向町南一条３－３３２－１
岩見沢市六条西１丁目
岩内郡岩内町字栄４－３
岩内郡岩内町字御崎２－２０
岩内郡岩内町字大浜１７－７
岩内郡岩内町字大浜３－２０
亀田郡七飯町字本町５－２－３
亀田郡七飯町大中山１－４－８
空知郡上砂川町中央北一条２－１－３
空知郡上富良野町中町２－１－３
空知郡中富良野町西１線北１４
空知郡中富良野町南町８－４１
空知郡奈井江町本町８区
釧路郡釧路町桂木１－１－７
釧路郡釧路町曙１－１－２５
釧路郡釧路町木場２－２－３
釧路市愛国西１－１０－７
釧路市愛国西１－３１－２４
釧路市愛国東１－２５－３
釧路市音別町中園１－２１
釧路市錦町４－４
釧路市春採３－１－１９
釧路市昭和中央４－１８－１
釧路市城山１－４－２２
釧路市星が浦大通１－８－１１
釧路市鳥取大通１－７－１
恵庭市栄恵町７７
恵庭市住吉町１－３－１
恵庭市泉町１０５
恵庭市島松東町１－１－１６
恵庭市和光町４－８－１２
厚岸郡厚岸町字港町２－１０３
厚岸郡浜中町霧多布西二条１－２１
広尾郡大樹町新通１－２
江別市１番町７－２４
江別市元江別７８５－１
江別市向ケ丘７－１
江別市幸町３５
江別市高砂町４－６
江別市上江別４３６－１０
江別市大麻扇町２－１
江別市大麻東町１３－３３
江別市野幌若葉町９５－２５

電話番号
0155-31-6531
0155-31-4501
01564-5-2075
0156-66-2654
0156-42-2056
0156-42-2230
0125-76-2618
0125-76-3990
01372-7-2051
01374-2-2577
0126-24-1434
0126-22-2089
0126-22-4614
0126-22-9900
0126-33-6100
0126-25-8181
0126-22-2606
0126-56-2034
0126-22-0281
0126-22-4253
0126-26-2470
0126-22-2535
0135-62-0506
0135-62-1579
0135-62-0793
0135-62-2057
0138-65-2108
0138-65-2319
0125-62-2955
0167-45-2103
0167-44-4255
0167-44-2777
0125-65-2624
0154-45-7813
0154-36-3388
0154-37-1496
0154-36-2722
0154-64-1944
0154-37-8950
0154-76-2054
0154-22-4663
0154-41-5826
0154-55-7297
0154-41-1414
0154-51-8301
0154-51-5220
0123-32-3245
0123-32-2553
0123-32-2051
0123-36-8363
0123-33-0103
0153-52-4061
0153-62-2611
0155-86-3025
011-382-3494
011-389-3361
011-383-2246
011-384-3100
011-391-1360
011-382-2325
011-386-2888
011-386-6246
011-384-9737

店名
サイクルショップおの
ヤング自転車店
つちやサイクル
㈲杉原商会
坂森自転車商会
サンワドー 砂川店
コメリパワー 砂川店
㈲富田自転車商会
サイクルショップさとう
㈲自転車ドーム札幌
山本自転車店
イオン 新さっぽろ店
DCMホーマック 厚別東店
サイクルショップいしお
みやたサイクル
サイクルショップかねこ
自転車のふるかわ
宮下サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 手稲前田店
スーパービバホーム 手稲富丘店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 手稲山口店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 清田羊ヶ丘通店
自転車車イス修理販売 マツダ
スポーツサイクルやまぐち
イオン 札幌平岡店
㈲池田商会
イオンバイク 札幌平岡店
モリタサイクル
サイクルショップおおやま
イオン 札幌琴似店
サイクルショップ フジニ商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 札幌西町店
髙橋サイクル
㈱西野サイクル
モトウエスト
札幌事業所 トントン館
サイクルファクトリー
サイクルセンターあべ
DCMホーマック 発寒追分通店
サイクルショップ エース
玉井商会
イオン 札幌発寒店
サイクルショップわかさ
㈱ダイヤモンド商会
鈴木自転車商会
サイクルショップおかべ
サイクルハウスかわた
花サイクルクラブ ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｰﾅｰ
サイクルショップ タツタ
デ・シクロ・ペダリ
㈲ナカガワ
ビックカメラ 札幌店
キットバイク
㈲サイクル小野サッポロ
イオン 札幌桑園店
札幌じてんしゃ本舗
CMJサイクル
ジョイフルカスタム
イオン 札幌苗穂店
バイシクル キノシタ
㈲たどころサイクル
サンワドー 新道店
ゴウダ商会

住所
江別市野幌屯田町１３－７
根室市昭和町３－３８
沙流郡日高町平賀１５７－２０
沙流郡日高町本町東２－２７９－１
沙流郡日高町門別本町１８７
砂川市空知太西四条７－３２７－１
砂川市空知太東一条２－１－１
砂川市西一条北６－１－１
札幌市厚別区厚別西二条２－３－９
札幌市厚別区厚別中央二条１－３－１５
札幌市厚別区厚別中央二条２－３－１４
札幌市厚別区厚別中央二条５－７－１
札幌市厚別区厚別東五条１－２－１０
札幌市厚別区大谷地西４－１７－３８
札幌市手稲区手稲前田４－１０－３－１３
札幌市手稲区曙三条１－１１－２０
札幌市手稲区新発寒五条６－９－１８
札幌市手稲区前田九条１０－３－１４
札幌市手稲区前田六条１２－１－５
札幌市手稲区富丘二条２－２－１
札幌市手稲区明日風６－１－１
札幌市清田区真栄５２
札幌市清田区清田三条１－２－５ｺｰﾎﾟｱﾌﾛｽ1F
札幌市清田区清田六条２－１３－５
札幌市清田区平岡三条５－３－１
札幌市清田区平岡二条１－９－８
札幌市清田区平岡二条５－２－６５
札幌市清田区平岡八条３－２－７
札幌市清田区北野三条２－１１－２２
札幌市西区琴似二条４－２－２
札幌市西区琴似二条４－４－２０
札幌市西区西町南１２－１－３８
札幌市西区西町北８－２－１
札幌市西区西野七条３－４－３
札幌市西区西野六条８－１－５
札幌市西区二十四軒三条１－７－２
札幌市西区二十四軒四条７－５－１６
札幌市西区八軒八条東４－３－１２
札幌市西区発寒九条１４－５１６－２１０
札幌市西区発寒四条４－３－８
札幌市西区発寒十一条３－４－２３
札幌市西区発寒八条１２－１－１
札幌市中央区宮の森四条４－３－１
札幌市中央区大通西８－２
札幌市中央区南一条西２１－２－８
札幌市中央区南十五条西６－２－２５
札幌市中央区南十三条西２０－１－１０
札幌市中央区南十条西１７－３－６
札幌市中央区南十条西９－１－１２
札幌市中央区南二十一条西９－２－１
札幌市中央区南六条西７－８
札幌市中央区北五条西２－１
札幌市中央区北十六条西２１－３４－２
札幌市中央区北二条西２４－１－１
札幌市中央区北八条西１４－２８
札幌市東区東苗穂九条３－８－２１Nﾋﾞﾙ1F
札幌市東区東苗穂四条１－１５－３
札幌市東区東苗穂七条３－１－１６
札幌市東区東苗穂二条３－１－１
札幌市東区伏古一条３－５－１３
札幌市東区伏古三条４－１－５
札幌市東区伏古十一条３－１－５０
札幌市東区北丘珠二条２－４－１５

電話番号
011-384-3236
0153-24-2992
01456-2-1669
01457-6-2231
0145-62-5101
0125-53-2161
0125-53-5600
0125-52-2236
011-891-2288
011-892-5200
011-891-2408
011-892-5121
011-809-5000
011-892-5052
011-683-5335
011-683-3798
011-683-7110
011-683-7040
011-688-1024
011-686-8811
011-699-8201
011-888-8411
011-555-2107
011-886-5596
011-889-5001
011-882-8212
011-887-3636
011-375-1638
011-883-1582
011-644-0011
011-631-9773
011-668-0711
011-661-3823
011-662-8778
011-666-4189
011-621-1011
011-643-3188
011-746-7413
011-669-3600
011-662-1181
011-661-9408
011-669-5000
011-644-6441
011-231-3533
011-631-5376
011-511-0459
011-561-6355
011-374-1301
011-511-6013
011-532-3232
011-511-6417
011-261-1111
011-611-5915
011-621-0501
011-204-7200
011-790-1575
011-789-5515
011-782-6362
011-780-7600
011-786-7272
011-782-6386
011-782-2011
011-782-9829

店名
イオン 札幌元町店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新道東店
武田産業 ㈱
サイクルショップ ジュニア
サイクルショップおおはた
斉藤商会
DCMサイクル 栄町店
サイクルショップ エタック
サイクルショップあべ
田中商会
喜井商会
野村自転車商会
春木自転車商会
㈲五十鈴輪業
㈲もんまサイクル
もんまサイクル 澄川店
イオン 札幌藻岩店
㈲門﨑商会 川沿店
㈲門﨑商会 藻岩店
イオン 東札幌店
ロードキッズ
サイクルショップこばやし
南郷サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南郷通店
サイクルショップむらかみ
えぞうサイクル商会
森サイクル
㈱秀岳荘
サイクルプラザ
㈲富岡商会
荒金サイクル
イオン 札幌西岡店
中の島サイクル
ビバホーム 平岸店
サイクル アトリエ K
舘川自転車商会
鎌田自転車商会
田中自転車商会
山下商会
サイクルショップおの商会
㈲はらサイクルセンター
サイクルショップしらかわ
サイクル・ハウス
いとうサイクル
㈲北都イワキ商会
㈲寺島商会
ジョイフルエーケー 屯田店
イオン 札幌麻生店
ニコー
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟサッポロむらやま
河口自転車商会
㈱サトウ・サイクル
チャリクル
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 三笠店
宮下自転車店
三輪サイクル
㈲丸米 米田商会
サイクルショップむらい
サイクルショップあらき
鎌田自転車商会
サイクルショップえんどう
イオン 室蘭店
㈲でんぽうや

住所
札幌市東区北三十一条東１５－１－１
札幌市東区北三十三条東１６－５
札幌市東区北三十七条東２７－３－３
札幌市東区北三十七条東７－１－１５
札幌市東区北三十二条東８－２－９
札幌市東区北三十八条東８－２－１１
札幌市東区北四十一条東１３－３－１８
札幌市東区北四十九条東１３－１－１２
札幌市東区北十八条東５－３－１４
札幌市東区北二十五条東１８－１－１
札幌市東区北二十四条東１２－１－３０
札幌市東区北八条東１３－６－２７
札幌市南区真駒内上町５－７－１５
札幌市南区真駒内柏丘４－２－５
札幌市南区真駒内本町６－２－３
札幌市南区澄川五条４－３－４
札幌市南区川沿二条２－１－１
札幌市南区川沿八条１－１－３６
札幌市南区南三十四条西１０－２－３０
札幌市白石区東札幌三条２－１－５
札幌市白石区東札幌三条３－３－２１
札幌市白石区南郷通１８－北１－３０
札幌市白石区南郷通３－北２－５
札幌市白石区南郷通４－北１－３３
札幌市白石区北郷三条１－２－８
札幌市白石区北郷三条１３－１－３
札幌市白石区本郷通７－北１－３０
札幌市白石区本通１－南２
札幌市豊平区月寒東一条17－１－５５
札幌市豊平区月寒東一条６－１－２０
札幌市豊平区西岡三条１０－２－１１
札幌市豊平区西岡三条３－４－１
札幌市豊平区中の島一条４－１２－１４
札幌市豊平区平岸一条２２－２－１５ｱｰﾊﾞﾝｻｲﾄﾐｭﾝﾍﾝ大橋内

札幌市豊平区平岸三条１０－１－３４
札幌市豊平区平岸四条９－６－１
札幌市豊平区豊平三条８－１－４６
札幌市豊平区豊平七条７－３－１
札幌市豊平区豊平八条８－２－１０
札幌市北区篠路四条８－１－３
札幌市北区新琴似十二条９－２－６
札幌市北区新琴似二条３－１－１１
札幌市北区新琴似六条１１－２－１
札幌市北区新川四条１４－２－１８
札幌市北区太平十条５－１－１
札幌市北区屯田三条４－１３－１２
札幌市北区屯田八条５－５－１
札幌市北区北三十九条西４－１－５
札幌市北区北三十二条西１－１２ｼｵﾝ32 1F北
札幌市北区北十九条西４－２－１６
札幌市北区北十三条西４－２－１９
札幌市北区北十八条西２丁目
札幌市北区北二十三条西９－２－４５
三笠市岡山１０５９－１
山越郡長万部町元町１８９
士別市東三条８－２４
爾志郡乙部町緑町２４７－５
室蘭市幸町５－８
室蘭市港北町１－１０－５
室蘭市築地１３８－５
室蘭市中島町１－３７－１１
室蘭市東町２－４－３２
室蘭市白鳥台５－３－２７

電話番号
011-750-5200
011-788-1007
011-783-2611
011-753-5659
011-704-2568
011-731-0936
011-750-3600
011-741-1163
011-721-6640
011-781-9608
011-711-6966
011-711-3531
011-581-2562
011-582-7837
011-581-2378
011-842-1911
011-571-3100
011-571-1692
011-581-2460
011-824-3161
011-833-5167
011-862-3104
011-865-5578
011-868-3196
011-872-5873
011-871-1273
011-861-1420
011-860-1111
011-859-5555
011-851-3959
011-852-2252
011-856-1000
011-831-5487
0114-837-1811
011-826-5791
011-821-2621
011-811-6393
011-811-8444
011-841-0592
011-711-2082
011-761-7991
011-764-5371
011-764-3537
011-763-3004
011-772-0120
011-775-8460
011-775-7777
011-709-2111
011-717-6745
011-716-4854
011-716-5895
011-716-8920
011-737-5665
01267-4-5105
0137-72-3140
0165-23-3292
0139-62-2412
0143-22-6032
0143-55-2321
0143-22-7644
0143-44-1550
0143-45-1414
0143-59-2338

店名
日沼自転車商会
沢田モータース
太田スポーツ
黒松内ホンダ菅原商会
宮澤商店
㈲タナカ電器 サイクル部
高田自転車店
㈲久保商会
㈲ツバメ自転車商会
㈲北輪商会
マルニ商会
きくちサイクルショップ
ハクリン商会
㈲大川雄司商会
㈲フレンド商会
モトサイクル ポパイ
サイクルショップ朝里
㈲上田サイクル
北沢サイクルスポーツ
㈲小笹商会
㈲佐藤商会
㈲板谷商会
㈲美瑛総合オートセンター
㈲寺島商会
オートショップ サイトウ
斉藤自転車商会
林自転車商会
佐野商会
小林輪業商会
自転車 大塚商会
佐藤モーター商会
荒川商会
清 ホソカワリンギョウ
髙橋自転車店
自転車店つしま
橋本商会
たかはしサイクル
テイアンドエヌ合同会社
樋口自転車商会
サイクルオート安保
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 石狩緑苑台店
中川商会
サイクルショップこさか
イオン 千歳店
㈲堀自転車商会
サトウサイクル
山本サイクルショップ
㈲共盛自転車商会
㈲なんばサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 千歳店
みなと自転車商会
松本自転車商会
㈱中屋商店
三浦自転車商会 本店
三浦自転車商会 支店
イトーヨーカドー 帯広店
DCMホーマック 稲田店
倉野商会
サイクルショップほんだ
石王輪業 ㈲
カクイチ 五条店
イオン 帯広店
サイクルショップはやし

住所
室蘭市輪西町２－１９－１５
斜里郡斜里町本町１７
斜里郡清里町羽衣町２２
寿都郡黒松内町字黒松内２０２
寿都郡寿都町字大磯町９９
十勝郡浦幌町幸町５８－１
小樽市稲穂３－１３－８
小樽市奥沢１－１７－１
小樽市花園２－４－２
小樽市花園２－５－３
小樽市錦町１３－２
小樽市錦町２１－２１
小樽市高島２－３－１
小樽市住ノ江１－８－３０
小樽市色内２－１８－１４
小樽市新光２－２１－１
小樽市朝里２－２－７
小樽市長橋２－１７－１３
上川郡剣淵町緑町８－５
上川郡新得町屈足幸町１－８
上川郡新得町本通南２－２８
上川郡清水町南一条２－１
上川郡美瑛町中町４－６
上川郡美瑛町本町１－６－２６
上川郡和寒町三笠１０３
深川市４条１－６
深川市稲穂町１－６－６
深川市三条１１－１１
深川市二条５－１５
深川市北光町１－１２－９
瀬柵郡今金町字今金２０９－１
瀬柵郡今金町字今金３４９
瀬棚郡今金町字今金１１５－２３
石狩郡当別町園生５４
石狩郡当別町太美町１６９５
石狩郡当別町白樺町６０－７１
石狩市花川南四条３－１４
石狩市花川南十条３－１８－４
石狩市花川南六条２－２０２
石狩市花畔一条２－６９０
石狩市緑苑台中央１－２
赤平市大町１－２
赤平市豊栄町４－６
千歳市栄町６－５１
千歳市幸町６－１４－５
千歳市清水町３－９－４
千歳市千代田町５－６－１
千歳市東雲町１－６－４
千歳市富丘４－１－５
千歳市富士４－１－６
千歳市末広５－１０－１４
川上郡弟子屈町中央１－５－１９
川上郡弟子屈町中央３－３－１２
増毛郡増毛町畠中町２－７５－１
増毛郡増毛町畠中町３－９８
帯広市稲田町南８線西１０－１
帯広市稲田町南９線西９－１
帯広市清川町西２線１－２５－１７
帯広市西１８条南５－５８－６
帯広市西五条南１０－１３
帯広市西五条南１９－１８
帯広市西四条南２０－１
帯広市西十五条南３３－４－５

電話番号
0143-44-3406
0152-23-2689
0152-25-2547
0136-72-3547
0136-62-2011
015-576-2663
0134-23-2451
0134-22-9270
0134-22-3659
0134-23-5234
0134-22-5724
0134-23-2778
0134-23-2830
0134-23-9661
0134-22-7622
0134-52-2030
0134-54-6485
0134-22-5391
0165-34-2514
0156-65-2513
0156-64-6175
0156-62-2578
0166-92-1452
0166-92-2191
0165-32-4166
0164-23-2697
0164-22-1053
0164-23-2081
0164-22-5611
0164-22-3314
0137-82-1107
0137-82-0625
0137-82-1724
0133-23-2026
01332-6-2568
0133-23-2254
0133-73-2545
090-2812-0411
0133-73-2133
0133-64-2457
0133-75-9800
0125-32-2836
0125-32-3038
0123-24-3100
0123-23-2787
0123-23-2352
0123-23-3853
0123-23-2655
0123-23-2721
0123-40-6081
0123-23-4194
015-482-2099
01548-2-2583
0164-53-2327
0164-53-2304
0155-47-8111
0155-49-1109
0155-60-2042
0155-33-0833
0155-23-3519
0155-23-1811
0155-24-3100
0155-48-0338

店名
㈲ 山栄モータース
中村サイクル
１６条サイクル
みどりサイクル
㈲川瀬商会
上田自動車工業 ㈱
㈱カクイチ
㈲大角商会
マチヤ商会
ジョイフルエーケー 帯広店
鎌田輪業㈲
前田商会
㈲ びとう商会
神谷自転車商会
㈲オカジマ
こんどうサイクルスポーツ
山本自転車商会
自転車の今井
本庄自転車店
イオン 滝川店
DCMホーマック 滝川店
戸川自転車商会
稚内サイクル
宮田自転車店
㈲林自転車商会
DCMホーマック 札内店
サイクルストアー久保
三好商会
三浦商会
三 古市自転車商会
清水モーターサイクル
イオン 登別店
桜庭自転車商会
西垣じてんしゃ
サイクリング ワカキ
サンワドー 登別店
サイクルショップ輪輪
山下自転車商会
㈱今野商会
長内自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 苫小牧店
㈲髙木サイクル
DCMホーマック 苫小牧弥生店
イオン 苫小牧店
髙野商会
羽幌マリーンオート販売
斎藤モーター商会
㈲川口自転車商会
阿部モータース
㈲サイクルオート山本
㈲中里モーター商会
㈲高橋モーターサイクル
岡島自転車商会
イオン 静内店
明邦商会
オオバサイクル
建部自転車店
伝法自転車商会
一戸商会
小野自転車商会
サイクルショップいしだ
DCMホーマック 石川店
石井モーター商会

住所
帯広市西十二条南９－４－３
帯広市西十八条南２－１１－４８
帯広市西十六条北１－１－４０
帯広市西二十一条南２－５－３
帯広市西二条南１－２０
帯広市大正本町本通２－新４
帯広市大通南１０－４
帯広市大通南１３－８
帯広市東三条南２２－２０
帯広市東七条南１６－２－１
帯広市東七条南４－１－１
帯広市南の森西７－５－８
帯広市南町南７線２５番地
滝川市栄町２－７－２０
滝川市栄町４－４－２７
滝川市空知町２－１－２
滝川市江部乙町西１２－７－６３
滝川市朝日町西４－１－３４
滝川市朝日町東３－１－３
滝川市東町２－２５－３
滝川市南滝の川１１５－４
稚内市港１－１－９
稚内市大黒５－９－１３
中川郡美深町大通南３丁目
中川郡幕別町錦町７０－１
中川郡幕別町札内共栄町１６３－４
中川郡幕別町札内中央町５２９－４１
中川郡幕別町寿町３０
天塩郡遠別町北浜
天塩郡豊富町大通り９丁目
天塩郡豊富町東一条２丁目
登別市若山町４－３３－１
登別市中央町２－６－８
登別市中央町６－９－１
登別市登別東町２－２７－３
登別市富岸町１－１
苫小牧市ときわ町４－２６－１８
苫小牧市錦町２－１－１６
苫小牧市泉町１－１－２
苫小牧市大町２－２－１４
苫小牧市日の出町２－１２－１５
苫小牧市柏木６－２－１７
苫小牧市弥生町１－９－８
苫小牧市柳町３－１－２０
苫前郡羽幌町南五条１丁目
苫前郡羽幌町南大通５－５－２
二海郡八雲町熊石根崎町６８－２
二海郡八雲町元町４３－１
二海郡八雲町住初町８４
二海郡八雲町東雲町６－６
二海郡八雲町本町１８３
二海郡八雲町本町２６３
二海郡八雲町落部７８
日高郡新ひだか町静内末広町２－２－１
函館市亀田港町１－４
函館市亀田町１９－２０
函館市港町１－１７－１６
函館市昭和２－１７－１１
函館市深堀町１３－１０
函館市深堀町２５－２６
函館市西桔梗町７４９－７７
函館市石川町２３１－１
函館市鍛治２－２６－１

電話番号
0155-34-4263
0155-33-5339
0155-35-1180
0155-36-4054
0155-24-5064
0155-64-5115
0155-22-3411
0155-24-3088
0155-22-3574
0155-28-3333
0155-23-7101
0155-48-6284
0155-48-1417
0125-23-2721
0125-23-2579
0125-23-0437
0125-75-2809
0125-24-6047
0125-23-2447
0125-24-4711
0125-23-8111
0162-23-3166
0162-23-6856
01656-2-2659
0155-54-2545
0155-23-1496
0155-56-3282
0155-54-2307
01632-7-2317
0162-82-1658
0162-82-2738
0143-84-8122
0143-85-2475
0143-85-2157
014-383-1730
0143-88-3331
0144-67-7172
0144-32-2907
0144-33-9368
0144-32-3028
0144-38-7270
0144-73-1819
0144-76-1496
0144-51-3234
0164-62-1724
01646-2-3529
0139-82-3018
0137-63-2737
0137-62-2368
0137-63-3857
0137-62-2890
0137-62-2375
0137-67-2152
0146-42-3100
0138-41-1447
0138-41-1653
0138-41-0565
0138-41-3922
0138-52-2611
0138-51-5623
0138-50-9559
0138-34-3330
0138-51-6428

店名
マルイチモーター
サイクルショップさとう
岩崎自転車商会
クマガイサイクルセンター
徳永自転車商会
美原サイクルセンター
谷口自転車商会
㈲スピード商会
細川商会
菅原自転車店
なかお商会
松村自転車商会
ＡＵＴＯＣＹＣＬＥ ＺＯＯ
サイクルステーションはやし
奥商会
Twin Cam M.Y
永幡自転車商会
棟方商会
DCMホーマック 富良野店
㈲藤田サイクル
杉本自転車商会
イオンバイク 北見店
サイクルショップよしだ商会
サイクルショップいとう
鈴木サイクル 三輪店
㈲伊藤サイクル
のむら商会
サイクル＆パーツいがらし
㈲鈴木サイクル商会
㈲たかぎや
オカモトサイクル
ジョイフルエーケー 大曲店
㈲スナダオート
坂本自転車店
㈲竹山商会
DCMホーマック 上磯店
イオン 上磯店
サンワドー 上磯店
サイクルオート カメヤマ
石川自転車商会
新井自転車商会
㈱土井二輪商会
植田自転車商会
斉藤サイクルスポーツ
中村自転車商会
木下自転車商会
イオン 名寄店
藤井自転車商会
サイクルなかじま
櫛引自転車商会
風間自転車商会
DCMホーマック 網走店
㈲わたなへ゛
コニシ自転車商会
古崎自転車板金店
千葉商事
モーターサイクルショップ マツダ
佐々木自転車商会
田畑自転車商会
東海林モータース
サイクルショップにしで
イオン 紋別店
安島自転車店

住所
函館市中道１－２２－１
函館市田家町１３－９
函館市東雲町１３－２
函館市日吉町３－１３－３
函館市入舟町７－１
函館市美原４－１－１５
函館市宝来町１１－７
函館市本通１－４－１８
函館市万代町５－１４
美唄市大通西一条南１－１－１０
美唄市大通西一条北２－１－３１
標津郡中標津町西一条北１－４
標津郡中標津町西十一条南１１－１５
標津郡中標津町大通南１－４
標津郡標津町字川北６０－５２
標津郡標津町川北本通２９－１
富良野市栄町１０－１２
富良野市若葉町５－１７
富良野市新富町２－１４
富良野市朝日町１２－１
富良野市北の峰町３５－１７
北見市高栄東町１－１１－５
北見市常盤町２－１－６０
北見市常呂町常呂３２３－１２
北見市双葉町２－３－４
北見市中央三輪５－４２４－４
北見市美芳町４－６－１８
北見市美芳町８－１－２６
北見市北四条東５－２－１
北見市本町５－２－１３
北広島市新富町西１－１－１２ﾌﾞﾙｰﾑ吉光101
北広島市大曲工業団地７－３－４
北斗市久根別２－１－４２
北斗市久根別２－１－７３
北斗市七重浜２－３６－４
北斗市七重浜４－４１－８
北斗市七重浜４－４４－１
北斗市七重浜７－１２－１
北斗市飯生３－４－５
北斗市本町２－１１－１
北斗市本町４－７－３
名寄市西九条南４－１３
名寄市西四条南３
名寄市大通南１０－２３－１
名寄市大通南１１丁目
名寄市大通南４－９－１
名寄市徳田８０－１
名寄市風連町仲町２１
網走郡大空町女満別西一条３丁目
網走郡津別町大通３５
網走郡美幌町東一条南１－２１
網走市つくしケ丘１－１－５
網走市南六条西１－７
網走市南六条東１丁目
網走市北六条西１－１２－３
紋別郡遠軽町大通南４－４－１２
紋別郡遠軽町大通北８丁目
紋別郡湧別町栄町４４
紋別郡湧別町錦２９５
紋別郡湧別町字芭露３６１
紋別郡湧別町中湧別北１７４
紋別市花園町３－４－３９
夕張郡栗山町字継立１７７－２７

電話番号
0138-51-1001
0138-42-0892
0138-22-3665
0138-54-6156
0138-23-3590
0138-46-5595
0138-22-3568
0138-52-1471
0138-42-2560
0126-63-2940
0126-63-3566
0153-73-4431
0153-72-6118
01537-2-2507
0153-85-2021
0153-85-3822
0167-22-2338
0167-22-3051
0167-39-1080
0167-22-2906
0167-22-2769
0157-69-8585
0157-23-5901
0152-54-2264
0157-36-2335
0157-36-6019
0157-23-0337
0157-61-4170
0157-23-4090
0157-23-3580
011-375-9930
011-370-5555
0138-73-7773
0138-73-8133
0138-49-2859
0138-49-9911
0138-49-8188
0138-48-6000
0138-73-2063
0138-77-8454
0138-77-8716
01654-3-6097
01654-2-3938
01654-3-7000
01654-2-2216
01654-2-2281
01654-9-5000
01655-3-2080
0152-74-2661
0152-76-2234
01527-3-3314
0152-45-1496
0152-43-2866
0152-43-2090
0152-43-3755
0158-42-4523
0158-42-0840
0158-65-2201
0158-65-2427
0158-66-2223
0158-62-2337
0158-24-3100
0123-75-2505

店名
高田自転車店
サイクルワン
㈲世登サイクル
長内自転車商会
イオン 余市店
斉藤自転車商会
伊藤自転車商会
小林自転車商会
西川オートサイクル
㈲佐々木商会
㈲栄屋 サカエヤプラスワン
サイクルショップおがわ
本間自転車商会
三協商会

住所
夕張郡栗山町松風３－１１４
夕張郡栗山町松風４－１３
夕張郡長沼町銀座南１－７－７
余市郡仁木町北町４－６
余市郡余市町黒川町１２－６２－１
余市郡余市町大川町４－１３７
余市郡余市町大川町５－６２
留萌郡小平町字小平町１４４
留萌市花園町２－４－６
留萌市錦町１－６－２６
留萌市錦町４－２－１
檜山郡厚沢部町緑町２６－１
檜山郡江差町中歌町４８－１
檜山郡上ノ国町大留２４４

電話番号
012-372-0260
0123-72-6166
0123-88-2259
0135-32-2105
0135-23-2527
0135-22-4594
0135-22-4271
0164-56-2648
0164-42-6785
0164-42-0631
0164-42-0963
0139-64-3065
01395-2-0486
01395-5-2521

