自転車安全整備店（兵庫県）
平成29年02月01日
店名
サイクルショップはくぎん
小池商会
円尾自転車店
三和輪業㈲
㈲寺田モータース
原サイクルセンター
山村自転車店
ニイガミオートサイクル
大蔵自転車店
牧 自転車店
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰいない 龍野店
西村モータース
陰平モータース
内海サイクルセンター
山村ホンダ販売㈱
サイクルショップLEFT
リンリン芦屋
サイクルショップ ヤマムラ
スズキサイクル
伊原自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 伊丹荒牧店
ナニワヤサイクル
フジサワサイクル
大木本サイクル
松田自転車商会
ペダル 伊丹店
昆陽の里サイクル
イオンバイク 伊丹昆陽店
前川輪業社
イオンバイク 伊丹店
金川商会
伊原自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 伊丹店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ 伊丹店
尾崎商会
じてんしゃ屋まつしま
PEDAL 伊丹野間店
丸一自転車オート商会
サイクルギャラリー ウエダ
イマイサイクル
岡尾自転車商会
ＤＣＭダイキ 稲美店
山輪サイクル
岡本自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ店
ＤＣＭダイキ 加古川ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ店
小山サイクル
是常サイクル商会
ワシノサイクル
カスヤサイクル
弓岡サイクル
モリスホームセンター 加古川店
村上輪業㈱
日坂サイクル
森田サイクル
ＤＣＭダイキ 石守店
ツインリング カンキ
自転車デポ ｲｵﾝﾀｳﾝ加古川店

住所
たつの市御津町釜屋１６８
たつの市御津町苅屋２０８－１
たつの市御津町中島１６４２－１
たつの市新宮町新宮１５３－３
たつの市神岡町西鳥井２６２－１
たつの市神岡町東觜崎５６０
たつの市揖保川町黍田１２４－２１
たつの市揖保川町山津屋１４１－３
たつの市揖保川町正條５４６－１
たつの市揖保町西構６９－２
たつの市揖保町揖保中１３０－１
たつの市誉田町広山８８－１
たつの市龍野町日山５７－５
たつの市龍野町日飼３３８－２
たつの市龍野町日飼３５８－７
芦屋市公光町２－１０
芦屋市茶屋之町２－１９
芦屋市南宮町１１－８
芦屋市南宮町２－４
伊丹市稲野町４－１
伊丹市荒牧７－１１－１６
伊丹市行基町３－３６
伊丹市高台１－１２６
伊丹市昆陽南１－２－４０
伊丹市森本１－５５
伊丹市瑞穂町５－２－１
伊丹市池尻１－１３４
伊丹市池尻４－１－１
伊丹市東野３－２
伊丹市藤ノ木１－１－１
伊丹市南本町３－２－１２
伊丹市南本町３－４－１６
伊丹市南本町４－２－１３
伊丹市南本町６－３－２１南本町ﾋﾞﾙ1F
伊丹市南野１－４－２４
伊丹市南野北１－３－２
伊丹市南野北５－２－１１
伊丹市北本町１－３０７
伊丹市野間１－７－２１
伊丹市野間北６－４－１６
伊丹市緑ケ丘５－２４
加古郡稲美町国岡１－１０６
加古郡播磨町宮西３－１０－１５
加古郡播磨町二子２５３
加古川市加古川町寺家町１７３－１ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ１F

加古川市加古川町寺家町２６９－１
加古川市加古川町寺家町４２９
加古川市加古川町寺家町５６－１
加古川市加古川町篠原町７４
加古川市加古川町美乃利３７３－５
加古川市加古川町平野３９８
加古川市加古川町木村７１－１
加古川市加古川町木村９６
加古川市新神野町８－６－１０
加古川市神野町西条９２８
加古川市神野町石守字整理４６７－１
加古川市西神吉町大国６４５－１
加古川市東神吉町出河原８６２ｲｵﾝﾀｳﾝ加古川内

電話番号
0793-22-0072
0793-22-0569
0793-22-0802
0791-75-0036
0791-65-1212
0791-65-0307
0791-72-4831
0791-72-2057
0791-72-2027
0791-67-8707
0791-64-9171
0791-62-1680
0791-62-1342
0791-63-1840
0791-63-2800
0797-22-8405
0797-21-5440
0797-31-8201
0797-32-6255
072-772-6355
072-783-3901
072-772-0300
0727-70-0048
072-779-2888
072-782-2347
0727-82-5215
072-777-6053
072-773-6900
0727-82-0809
072-787-0500
0727-82-3202
0727-82-2459
072-775-4112
072-771-1771
0727-81-6036
072-785-1600
072-777-3196
072-782-0909
072-775-0335
072-779-3718
0727-82-3191
079-496-6333
079-437-8420
078-942-1030
079-456-5807
079-454-0700
0794-22-5579
080-5342-8566
079-422-4096
079-422-3454
079-422-6379
079-454-8854
079-423-3245
079-438-6715
079-438-5324
079-423-7788
079-432-3543
079-431-7555

店名
はまのみやサイクル
すみのサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 加古川店
ひらおかサイクル
梅本自転車商会
イオン 加古川店
モトファーム
奥村サイクル
近藤自転車商会
金川自転車商会
ＤＣＭダイキ 別府店
DAIWA CYCLE 加古川店
正中サイクルセンター
サイクルショップ ハッピーロード
㈲福田モータース
㈱工和自動車
兵庫輪業社
高見商会
宮永自転車店
神田モータース
㈱高井自動車
爲平モータース
後藤モータース
村岡自転車商会
常峰モータース
見上商会
アリタサイクル
㈲タカハシ
衣笠モーターサイクル
イオンバイク 加西北条店
小谷モータース
岡田自転車店
イオンバイク 社店
丸山サイクル商会
藤原モーターサービス
バイク＆サイクル マルタカ
オオタニ
八田自転車商会
のぐちサイクル
島本二輪館
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高砂店
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ高砂
ＤＣＭダイキ 高砂店
モリスホームセンター 高砂米田店
モリスホームセンター 緑丘店
イオンバイク 高砂店
服部モータース
阿山モータース
イオンバイク 三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店
ＤＣＭダイキ 三田店
POPS CYCLE SHOP
堀井モータース・サイクル商会
マツムラサイクル
増谷自転車
吉田自転車
マツヤマサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三田店
イオン 三田店
岡田サイクル
藤原自転車店
ＤＣＭダイキ 三木広野店
自由が丘ヌマタサイクル
ＤＣＭダイキ 三木青山店

住所
加古川市尾上町口里８１４－１２
加古川市尾上町長田３８０－３
加古川市平岡町一色３７３－１
加古川市平岡町新在家２６４－１１
加古川市平岡町新在家３８６－６
加古川市平岡町新在家６１５－１
加古川市平荘町山角７９４－１
加古川市米田町船頭６７０
加古川市米田町平津４６２－６
加古川市米田町平津６６６
加古川市別府町石町１
加古川市別府町緑町２ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ（ｸﾞﾘﾝﾏｰﾄ内）
加古川市野口町二屋１０２－３
加古川市野口町野口１－１４
加古川市野口町野口１１８－１
加西市下道山町１８８－１
加西市鴨谷町６４５－３
加西市戸田井町３４３－３
加西市三口町１１５１－３
加西市山田町４２１
加西市若井町２８３０－１
加西市西笠原町１７２－１０
加西市中野町１４９４
加西市殿原町４１１
加西市田谷町１９１－１
加西市福住町５７－７
加西市北条町栗田７－１０
加西市北条町西高室５９０－２１
加西市北条町北条１０６０
加西市北条町北条３０８－１
加西市網引町９４９
加西市鶉野町９９７－１
加東市社１１２６－１
加東市上滝野２８８
加東市藤田６８
高砂市荒井町小松原３－１１－１８
高砂市荒井町南栄町１０－１１
高砂市高砂町北本町１１２０
高砂市春日野町４－２
高砂市松陽１－５－３０
高砂市中島３－７－２５
高砂市梅井５－５－２５
高砂市梅井５－５－２５
高砂市米田町島８３－１
高砂市緑丘１－８－４８
高砂市緑丘２－１－４０
佐用郡佐用町下徳久７３２
佐用郡佐用町乃井野８１６
三田市けやき台１－６－２
三田市けやき台１－７
三田市すずかけ台１－４－８
三田市広野１８－１
三田市三田町７－２３
三田市三輪１－７－４３
三田市中町４－５
三田市南が丘１－３１－２９
三田市南が丘２－１４－２７
三田市弥生が丘１－１－１
三木市加佐２４－４
三木市吉川町渡瀬５２－４
三木市志染町広野１－８０－１
三木市志染町西自由が丘１－５５３
三木市志染町青山６－１５－２

電話番号
079-424-4075
079-422-5597
079-436-4813
079-426-4751
0794-22-4436
079-425-4121
079-428-1871
0794-31-4649
0794-32-5677
0794-32-3712
079-436-5001
079-435-5568
079-426-4766
079-422-9139
0794-22-2536
0790-44-0486
0790-44-0255
0790-48-2301
0790-48-2317
0790-45-0114
0790-44-2525
0790-48-3014
0790-49-1543
0790-44-0245
0790-45-1414
0790-46-0226
0790-42-0477
0790-42-2627
0790-42-0401
0790-45-3500
0790-49-0047
0790-49-0586
0795-40-0361
0795-48-2350
0795-42-0459
079-442-1472
0794-42-0775
079-442-0335
079-448-6582
079-448-1143
079-444-6161
079-458-3358
079-446-8880
079-431-1155
079-444-2313
0794-44-2700
0790-78-0020
0790-79-2033
079-564-8800
079-553-5566
079-564-0235
079-567-0115
079-563-3033
079-564-3240
079-563-6906
079-564-5539
079-553-5507
079-562-4711
0794-82-6049
0794-73-0323
0794-87-7373
0794-85-2248
0794-87-2006

店名
松田自転車店
イオン 三木店
大山モータース
尾崎サイクル
㈱岩本輪業商会
ナンバ 三木店
阿部商会
イオン 山崎店
カクマツ二輪
㈱畑中自動車
イオンバイク 洲本店
笹山モーターサイクル店
イオン 小野店
ナルミ商会
㈱カワイ商会
山本自転車店
小林自転車商会
金本商会
川﨑自転車モーター商会
西神戸サイクル
雑本自転車店
髙取自転車店
カツミモーターサイクル
神川輪業
イオン ジェームス山店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 舞子店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 名谷店
ＤＣＭダイキ 西神戸店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大蔵谷店
カインズホーム 神戸西神南店
サイクルメイト ナカザキ
高野モーター＆サイクル
バイクサイクル ヨシモト
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 玉津店
梶友自転車商会
前田自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大久保店
ダイエー 西神中央店
Galleria 2001
ダイエー 三ノ宮駅前店
片平モータース
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 春日野道店
サイクルショップ モリタ
㈲ヤマダサイクルセンター
トキワ輪業㈱
佐々木自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 長田店
ミヤケオートサイクル商会
ワダサイクル
酒井自転車モータース
信岡自転車商会
川辺商会
サイクルショップ ナカゴヤ
DAIWA CYCLE 新長田店
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 東灘魚崎店
カイ
甲南サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東灘本山店
㈱松岡サイクルセンター
BIG MOUNTAIN
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 灘徳井店
ちゃりんこ屋
サイクルプラザ イレブン

住所
三木市志染町東自由ヶ丘３－４２９
三木市大村字砂１６３
三木市府内町４－１２
三木市本町３－３－２８
三木市末広１－１３－１８
三木市末広３－１９－２３
三木市緑が丘町中３－１１－１１
宍粟市山崎町中井字城下１０
篠山市河原町１８６
篠山市小枕１４１－１
洲本市塩屋１－１－８
洲本市五色町都志５２６－１０
小野市王子町８６８－１
小野市市場町５９４
小野市上本町９－６
小野市池田町３２８
小野市本町１－４３０
小野市本町６３９
神戸市須磨区若宮町３－２－１
神戸市須磨区中落合２－２－３
神戸市須磨区飛松町１－６－６
神戸市須磨区平田町３－１－５
神戸市垂水区霞ケ丘１－２－９－１
神戸市垂水区星が丘１－４－４０ﾊｲﾂ澄1F
神戸市垂水区青山台７－７－１
神戸市垂水区舞子台５－１－１０
神戸市垂水区名谷町８３７－１
神戸市西区伊川谷町潤和７００
神戸市西区伊川谷町有瀬１４５８－１
神戸市西区井吹台西町１－１
神戸市西区押部谷町西盛１８２
神戸市西区岩岡町岩岡９１４－１
神戸市西区枝吉５－１５４
神戸市西区持子３－１９－１
神戸市西区神出町小束野４９－２４
神戸市西区神出町宝勢１６７６－１
神戸市西区大沢１－５－２
神戸市西区糀台５－３－４
神戸市中央区雲井通１－１－104号
神戸市中央区雲井通６－１－１５
神戸市中央区元町通３－１７－４
神戸市中央区吾妻通２－２－１５
神戸市中央区国香通５－１－３
神戸市中央区三宮町１－７－９
神戸市中央区若菜通４－１－９
神戸市中央区東雲通１－５－２
神戸市長田区三番町４－８－１
神戸市長田区神楽町４－７－２
神戸市長田区菅原通２－１０８
神戸市長田区西代通４－１－１１
神戸市長田区二葉町２－１－８
神戸市長田区二葉町３－１－１４
神戸市長田区野田町５－３－８
神戸市長田区腕塚町５－５－１ｱｽﾀくにづか北棟102

神戸市東灘区魚崎西町２－３－２４
神戸市東灘区向洋町中５－１５ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙｳｴｽﾄ414
神戸市東灘区甲南町４－１１－９-101号
神戸市東灘区本山中町２－１－３２
神戸市東灘区本山南町８－４－８
神戸市灘区岩屋北町４－４－１２ﾘﾍﾞﾙﾃ岩屋102号
神戸市灘区徳井町３－２－１２
神戸市灘区友田町３－６－２０ｾﾙﾌｨｰﾕ六甲
神戸市兵庫区御崎町２－１－４

電話番号
0794-85-8561
0794-83-3155
0794-82-0080
0794-82-3140
0794-83-1303
0794-82-7811
0794-84-0536
0790-63-0505
079-552-1767
079-594-1633
0799-23-2150
0799-33-0136
0794-63-5121
0794-62-2291
0794-63-6311
0794-67-1108
0794-62-2104
0794-63-1451
078-735-2558
078-791-8202
078-732-2286
078-732-3259
078-708-5555
078-709-1910
078-753-8666
078-787-3281
078-704-2257
078-974-3311
078-976-2555
078-990-1188
078-994-0080
078-967-0103
078-928-6429
078-926-0391
078-965-0018
078-965-0458
078-969-2880
078-991-4147
078-242-7215
078-570-2469
078-331-5552
078-291-4801
078-231-8648
078-331-2712
078-221-0241
078-221-5730
078-515-4565
078-691-0176
078-575-6065
078-611-4502
078-611-5889
078-611-0018
078-739-3399
078-611-0788
078-846-2252
078-843-5352
078-411-2470
078-414-6501
078-411-0598
078-861-8785
078-858-8440
078-841-1896
078-681-1082

店名
いーちゃり 湊川店
丸越商会
吉光自転車商会
タナベ オートセンター
ＤＣＭダイキ 大開店
国賀自転車商会
髙見商会
カインズホーム 神戸ひよどり店
イオン 神戸北店
藤原台サイクル
ＤＣＭダイキ 神戸北町店
㈱宮﨑商会
北 自転車店
オートサービス藤原
本田自転車商会
フクナガ バイシクルショップ
Cycle Shop Hirakawa
MOVE BICYCLES
マツナミサイクル
サイクルショップ マルノ
コヤブ自転車店
イオン 甲子園店
三松サイクル商会
大山自転車商会
ＴＡＧＯＭＯＲＩサイクル
もりさいくる
サイクルショップ イマヅ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 臨港西宮店
BIKE SHOP RAG
ペダル 西宮店
松並サイクル 小曽根店
サイクルショップ マツウラ
ヤマダ自転車
サイクルフレンド早川
榁木サイクルショップ
夙川サイクルＪＲ西宮
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 西宮今津店
モリオカサイクル
だるまや自転車
田中自転車商会
公下サイクル
ワタナベサイクル
㈱五十嵐商会
DAIWA CYCLE 西宮北口店
サイクルショップ リンタロウ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 山幹西宮店
イオン 西宮店
ハナセ商会
マルオサイクル
ジュンテンドー 西脇店
ミカド商会
山下商会
藤原自転車商会
サイクルサポート ムラカミ
妹尾サイクル
半田モーターサイクル
イオン 赤穂店
大野輪業社
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川西店
美濃商会
２輪＆４輪Ｙ０ＳＨＩＤＡ
川西輪業
杉山モータース

住所
神戸市兵庫区荒田町１－１９－７
神戸市兵庫区荒田町１－５－３
神戸市兵庫区松本通３－１－３５
神戸市兵庫区上沢通５－１－３
神戸市兵庫区水木通７－１－１０
神戸市兵庫区西橘通２－４－１５
神戸市兵庫区東山町４－２３－７
神戸市北区ひよどり台南町１－１５－１４５
神戸市北区上津台８－１－１
神戸市北区藤原台南町３－１３－１１
神戸市北区日の峰２－１２－６
神戸市北区北五葉１－５－１１
神崎郡市川町下瀬加１２８９－５
神崎郡神崎町粟賀町４６９
神崎郡神崎町粟賀町５０８－２
神埼郡福崎町西田原１７０４－１
西宮市久保町１０－２６
西宮市久保町６－１３池ﾋﾞﾙ101
西宮市熊野町１５－２０
西宮市甲子園口２－１５－３５
西宮市甲子園口３－１３－１２
西宮市甲子園高潮町３－３
西宮市甲子園三番町１－２０
西宮市甲子園網引町６－２
西宮市荒木町１３－１
西宮市高木東町２３－８
西宮市今津曙町７－５
西宮市今津巽町５－１０
西宮市産所町１－１K's CREA102
西宮市室川町４－２９
西宮市小曽根町４－８－３１
西宮市上大市２－２－１７
西宮市上之町２２－３
西宮市川東町４－２
西宮市段上町４－１－３０
西宮市池田町１０－５
西宮市津門川町１２－１３
西宮市津門宝津町１３－１
西宮市天道町１２－９
西宮市日野町１０－２３
西宮市馬場町３－３
西宮市分銅町２－２７
西宮市鳴尾町１－１－１６
西宮市薬師町１０９－３
西宮市里中町２－４－１
西宮市両度町６－２８
西宮市林田町２－２４
西脇市高田井町６３－１
西脇市市原町７５－１
西脇市小坂町１２９－１
西脇市西田町７４－１
西脇市西脇町１２１
西脇市比延町１８５－３
西脇市野村町１７９０－２８６
赤穂郡上郡町山野里２３６８－１０
赤穂郡上郡町大持３５８－２
赤穂市中広字別所５５－３
川西市栄町３－５
川西市下加茂１－１３－２１
川西市下加茂１－２９－１
川西市火打１－８－５
川西市久代１－２５－２９
川西市久代１－８－２３

電話番号
078-599-7490
078-511-2761
078-521-8812
078-531-4567
078-576-8201
078-575-3943
078-511-5730
078-742-2222
078-983-3500
078-982-9229
078-581-6222
078-593-2110
0790-27-1050
0790-32-0112
0790-32-0017
0790-22-1253
0798-38-8572
0798-38-5708
0798-64-0259
0798-65-4725
0798-64-6083
0798-45-0077
0798-45-0817
0798-47-2085
0798-65-7088
0798-67-5166
0798-26-7108
0798-38-4371
0798-38-9588
0798-70-2214
0798-20-1845
0798-52-2036
0798-67-0232
0798-33-4402
0798-51-0565
0798-22-8222
0798-34-6789
0798-22-8212
0798-66-7177
0798-67-5522
0798-22-8088
0798-33-3196
0798-47-1572
0798-68-1888
0798-49-7447
0798-69-3531
0798-64-2501
0795-22-6613
0795-22-4775
0795-25-2058
0795-23-6212
0795-22-2379
0795-22-3811
0795-23-5374
0791-52-1227
0791-52-0503
0791-43-6911
072-759-1574
0727-40-3168
072-759-2293
072-759-4480
072-759-6850
072-759-7506

店名
㈱藤原単車自転車店
自転車のかわばた
ダイエー 川西店
角田商会
サイトウサイクル
松本サイクル
サイクルショップ多田
イオン 猪名川店
ＤＣＭダイキ 日生中央店
サイクルショップ コーヤマ
サイクルショップ滝井
㈲大西輪業社
中町オートサイクル
小牧モータース
ジュンテンドー 山南店
小畠モータース
中野モータース
大石商会
森田輪業
西山商会
かとうサイクル
オギノサイクル
本庄サイクル
荻野自転車店
オートライフ上山
広瀬モータース
㈲グリーンオートサービス
ジュンテンドー 柏原店
㈱ホンダオート ヤマシタ
サイクルショップ田野
ジョイランド 柏原店
上島モータース
勢志商会
布屋
清水自転車店
浜田自転車店
福条モータース
岩桐自転車店
飛沢モータース
SUPER CENTER PLANT 淡路店
池野自転車店
中島自動車店
二輪館にしがき
ジュンテンドー 和田山店
イオン 和田山店
太田自転車商会
枚田自転車商会
仲野自転車店
ＤＣＭダイキ 淡路南店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟサイトウ (マコトヤ）
㈲乾商会
代々木自転車商会
ペダル 尼崎店
ゲンダイ自転車商会
草津自転車商会
安田自転車商会
大西自転車商会
高寺サイクル
サイクルショップ ハヤシダ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 尼崎次屋店
イオンバイク 尼崎店
ABC
ヨシオカサイクル

住所
川西市山下町６－１２
川西市西多田１－１８－５
川西市多田桜木１－１－１
川西市中央町１８－２０
川西市南花屋敷４－７－１９
川西市美園町１１－６
川西市矢問３－２２－６
川辺郡猪名川町白金２－１
川辺郡猪名川町伏見台１－１－２
相生市垣内町１０－１
相生市佐方１－５－５
相生市陸本町７－３１
多可郡多可町中区中安田１０３－１
多可郡多可町八千代区俵田５－２
丹波市山南町井原法ゲン経４４７
丹波市山南町小野尻４８１－９
丹波市山南町谷川１８０－１
丹波市山南町谷川５３９－６
丹波市山南町和田２４９
丹波市市島町喜多８５１－１
丹波市市島町市島３４８－２５
丹波市市島町上垣１１３１－２
丹波市春日町国領１１５６
丹波市春日町黒井２１３１
丹波市春日町黒井３３８－１
丹波市青垣町佐治６０５
丹波市青垣町西芦田３２８
丹波市柏原町田路１２３－１
丹波市柏原町柏原２１６
丹波市柏原町柏原５－４
丹波市柏原町母坪４０８－１
丹波市氷上町横田５８４－２
丹波市氷上町黒田７６－３
丹波市氷上町成松３２５
淡路市浦１６０－１
淡路市岩屋９８０
淡路市志筑１６３０－１１
淡路市志筑３４９３－２
淡路市志筑３８６－１
淡路市志筑新島９－７
朝来市朝来町桑市２２－４
朝来市朝来町新井５４８－２
朝来市和田山町駅北２－１
朝来市和田山町枚田岡７２１－２
朝来市和田山町枚田岡７７４
朝来市和田山町和田山３２８－５
朝来市和田山町和田山３４７
南あわじ市榎列大榎列７７４－２
南あわじ市市小井８０－１
南あわじ市松帆古津路１８０－１
南あわじ市松帆北浜１－１
南あわじ市湊５２４
尼崎市稲葉荘４－５－２
尼崎市下坂部１－２４－１２
尼崎市開明町１－８
尼崎市琴浦町２０
尼崎市金楽寺町２－３５－２１
尼崎市口田中１－２１－１－１０８
尼崎市杭瀬北新町１－１－３
尼崎市次屋３－１１－１
尼崎市次屋３－１３－１８
尼崎市七松町２－６－５
尼崎市若王寺２－３－２１

電話番号
072-794-0770
072-793-0114
072-793-4811
072-759-0572
072-757-8126
072-759-8233
072-793-0588
072-765-1111
072-765-0202
0791-22-3319
0791-22-3172
0791-22-0280
0795-32-0098
0795-37-0157
0795-70-5017
0795-76-0235
0795-77-0173
0795-77-0674
0795-76-0175
0795-85-2354
0795-85-0112
0795-85-0359
0795-75-0320
0795-74-0334
0795-74-0457
0795-87-0111
0795-87-0559
0795-73-2101
0795-72-0125
0795-72-0203
0795-72-2229
0795-82-0390
0795-82-3211
0795-82-1206
0799-74-3041
0799-72-2069
0799-62-3087
0799-62-0445
0799-62-3269
0799-60-1270
0796-78-0358
0796-77-0066
079-672-2728
079-670-2008
079-670-2600
079-672-2261
079-672-2315
0799-42-2022
0799-42-7210
0799-36-2124
0799-36-3063
0799-36-2708
06-6412-3222
06-6499-6276
06-6411-4618
06-6416-4301
06-6481-8096
06-6491-0417
06-6481-4214
06-6498-2015
06-4960-5010
06-6418-1230
06-6491-7895

店名
笠井自転車商会
サイクルショップSora
サイクルセンター サンワ
サイクルショップ イリグチ
立花自転車店
金輪サイクル
サイクルショップみのる
モーターサイクル安藤
DAIWA CYCLE 尼崎店
ハマモトサイクル
DAIWA CYCLE 山幹通り店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 西昆陽店
加藤自転車店
ニシカワサイクル
サヌキヤ サイクル
トミタサイクル
高尾サイクル
サイクルショップ マルノ
㈲石本自転車
アルプラザつかしん
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ つかしん店
カマダサイクル
キリン自転車商会 園田店
サイクルショップ ベル
サイクルショップ マツモト
ADサイクル通販(資)
サイクルショップ タジマ
ダイエー 塚口店
ゲンダイサイクル塚口ショップ
サイクルショップ スマイル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 南武庫之荘店
サイクルショップまる
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 尼崎浜田店
サイクルハウス キタガワ
ファミリーサイクル大西
サイクルショップ マルノ
ヤマモト サイクル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 武庫之荘店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 武庫之荘店
松井商店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 山幹塚口店
金谷自転車商会
ナンバサイクル
高垣自転車店
下雅意自転車店
佐藤自転車
大谷自転車店
川原自転車店
菅谷自転車店
浜田自転車店
アールサイクル
モリスホームセンター 花田店
マスダ自転車
井内自転車店
井上サイクル
㈱稲田商会 西店
㈱稲田商会
明石サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 姫路店
金川サイクル
青田自転車商会
DCMダイキ 姫路山吹店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 姫路東店

住所
尼崎市昭和通１－１２－１１
尼崎市昭和通１－２１－１-101号
尼崎市昭和通８－２９０
尼崎市上ノ島町１－３４－１
尼崎市上ノ島町３－６－６ﾌﾟﾚｱﾃﾞｽ1F
尼崎市常吉２－１１－１
尼崎市常吉２－６－１１
尼崎市食満３－１－３０
尼崎市神田中通５－１９４
尼崎市神田南通３－８０
尼崎市水堂町３－１４－１９
尼崎市西昆陽２－１－１
尼崎市大庄北４－３－１７
尼崎市大島１－１２－２７
尼崎市大島１－１－９
尼崎市潮江１－１５－３-104号
尼崎市椎堂１－２－３
尼崎市塚口町２－３７－１４
尼崎市塚口本町１－１６－１４
尼崎市塚口本町４－８－１
尼崎市塚口本町４－８－１ｸﾞﾝｾﾞﾝﾀｳﾝｾﾝﾀｰつかしん東町1F

尼崎市東園田町４－７３－１
尼崎市東園田町５－５９－１ﾊｲﾑ高木131-107号
尼崎市東塚口町１－６－１３
尼崎市東難波町３－２２－３６
尼崎市東難波町５－６－２０
尼崎市南塚口町１－６－２４
尼崎市南塚口町２－１－３
尼崎市南塚口町６－５－１０
尼崎市南武庫之荘１－６－１３-105号
尼崎市南武庫之荘３－２２－２２
尼崎市南武庫之荘５－１７－２５
尼崎市浜田町５－３
尼崎市武庫元町１－３１－８
尼崎市武庫町１－３１－２４
尼崎市武庫之荘６－２８－８
尼崎市武庫之荘８－１８－１５
尼崎市武庫之荘東１－２６－１０
尼崎市武庫之荘東２－３２－１５
尼崎市武庫之荘本町３－２０－８
尼崎市名神町２－１８－９
尼崎市立花町４－２－２３
尼崎市立花町４－５－１２
美方郡温泉町千原６３２－１
美方郡新温泉町浜坂１１２０－１
美方郡浜坂町浜坂２３４９
姫路市伊伝居上ノ町１２０－６
姫路市伊伝居町６１１－２
姫路市威徳寺町６５－２
姫路市延末２９５
姫路市花田町小川７６７－１
姫路市花田町小川８３
姫路市亀山１９０
姫路市御国野町御着１０３０－１
姫路市広畑区小松町３－５６－３
姫路市広畑区東新町１－２１
姫路市広畑区東新町３－１４０－９
姫路市広畑区北野町２－４５－２１
姫路市広畑区夢前町３－１－７
姫路市香寺町広瀬４６６－１
姫路市高尾町１７
姫路市山吹１－１０－４５
姫路市市川橋通１－５－１

電話番号
06-6482-0330
06-7176-2605
06-6412-3802
06-6427-8517
06-6420-9333
06-6431-4888
06-6432-6337
06-6493-2290
06-6418-3190
06-6411-3689
06-6437-2278
06-4962-3395
06-6416-5387
06-6416-5721
06-6416-3629
06-6499-8855
06-6494-5090
06-6421-5204
06-6421-0724
06-6420-8200
06-6423-1358
06-6491-9641
06-6423-8915
06-4961-0486
06-6481-3158
06-6482-3030
06-6429-3165
06-7711-6833
06-6426-0511
06-6438-1878
06-4962-6788
06-6437-7839
06-6430-1118
06-6432-2774
06-6437-5365
06-6432-0035
06-6432-2054
06-6434-6788
06-6434-1990
06-6432-1213
06-6429-9552
06-6438-8327
06-6436-4518
0796-93-0651
0796-82-1269
0796-82-1277
079-224-7540
079-222-3369
079-223-4270
079-221-6622
079-253-3277
079-251-3315
079-234-7536
079-252-0654
079-239-3472
079-236-0436
079-236-0478
079-236-1819
0792-38-6341
079-232-1626
079-289-3331
079-291-5001
079-287-4224

店名
ジュンテンドー 書写店
今村自転車店
イオンバイク 姫路北夢前店
大野自転車店
上田サイクル
カメヤマ輪業
浜田自転車商会
大浜自転車店
イオン 姫路リバーシティ店
自転車DEPO 姫路中央店
和田サイクル
カメヤマ輪業
ひろせサイクル
糸谷自転車店
福井自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 飾磨店
イオンバイク 姫路店
高田自転車店
岡田自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 姫路大津店
イオン 姫路大津店
是川モータース
ひらの商会
森輪業
木原自転車店
健康じてんしゃ店
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 姫路東山店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 名古山店
八代サイクル
崎谷商会
松井サイクル
薪先自転車店
サイクルショップ テラオ
井上輪業
山本サイクルモータース
ジュンテンドー 網干店
大伸サイクル
藤原自転車
坂口自転車店
いぐちさいくる
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宝塚安倉店
ＤＣＭダイキ 宝塚店
古市オートサイクル
ナカガワサイクル
サイクルショップ ラビット
丸正 Ｂ・Ｂ・Ｓ
ペダル 宝塚小林店
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 宝塚店
竹村自転車商会
めふ サイクル
ダイエー 宝塚中山店
小林ﾅｼｮﾅﾙｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 大山
サイクルショップ フィールドベース
バイクショップ正木
井上自転車
サイクルセンター中島
北山自転車店
サイクルショップ宮田
今井自転車店
ハラサイクル
中島自転車店
モータース京川自転車店
中島商店

住所
姫路市書写北向河原１０１９－２００
姫路市小姓町３５－１
姫路市上手野３０６
姫路市城北本町１５－２３
姫路市飾磨区英賀清水町１－３９－２
姫路市飾磨区亀山１１５
姫路市飾磨区今在家７５３－６
姫路市飾磨区妻鹿９８７－１５
姫路市飾磨区細江２５６０
姫路市飾磨区上野田１－２
姫路市飾磨区清水１２５
姫路市飾磨区中島３００７山陽特殊製鋼構内
姫路市飾磨区中浜町２－７
姫路市飾磨区天神１０３
姫路市飾磨区東堀１２
姫路市飾磨区蓼野１４９
姫路市増位本町２－１２－１０
姫路市大塩町２７６－５
姫路市大塩町２９２－３０
姫路市大津区西土井２４５－５
姫路市大津区大津町２－５
姫路市大津区天満２５０－１
姫路市大津区天満２９０－８
姫路市町坪４０－４
姫路市的形町的形１７２２－１０
姫路市東延末１－４４－１
姫路市東山２００－１
姫路市東辻井町１－３－２７
姫路市南八代町２０－１６
姫路市白鳥台２－１－５
姫路市白浜町甲３３６－１２
姫路市白浜町甲４８４－３
姫路市福中町１
姫路市別所町別所２－１８３
姫路市夢前町前之庄１１６８－１
姫路市網干区坂出９７－１
姫路市網干区北新在家４６
姫路市野里寺町３５－１
姫路市林田町新町１０９６－１
宝塚市旭町１－１０－８
宝塚市安倉西３－４４４－１
宝塚市安倉西４－２－４３
宝塚市逆瀬川１－１３－１８
宝塚市光明町２２－２９-1F
宝塚市光明町２９－１
宝塚市口谷西町１－２０－５
宝塚市高司１－５－１５
宝塚市東洋町５－１３
宝塚市南口１－７－２４
宝塚市売布２－４－１０
宝塚市売布東の町２１－２２
宝塚市福井町２４－２５
宝塚市平井２－１－１０
宝塚市未成町３８－６
豊岡市元町１－１０
豊岡市江本２７０－６
豊岡市出石町松枝２５－１
豊岡市城南町２０－１３
豊岡市泉町２－２１
豊岡市大手町６－12
豊岡市日高町江原１１７－１
豊岡市日高町国分寺４０－８
豊岡市日高町府市場５５０－１

電話番号
079-295-2165
079-297-1350
079-291-6510
079-281-2617
079-239-8001
079-235-0749
079-235-2174
079-245-1157
079-231-2210
079-231-5011
079-234-1248
080-5316-7494
079-239-0433
079-235-0637
079-235-4110
0792-35-9911
079-224-2121
079-254-0629
079-254-0418
079-230-1025
0792-30-6810
0792-36-1780
0792-39-2558
079-297-4648
079-254-0234
079-287-8507
079-245-4171
079-295-0285
079-297-5374
079-266-6775
079-245-0070
0792-45-0341
079-222-6060
079-252-2112
079-336-0766
079-271-2115
0792-73-6581
079-223-5316
079-261-2055
0797-75-1482
0797-85-3557
0797-83-6200
079-771-2021
0797-26-7023
0797-74-8709
0797-88-3907
0797-73-3196
0797-76-5530
0797-72-4186
0797-87-3853
0797-86-4711
0797-72-2073
0797-51-5770
0797-73-2456
0796-22-3393
0796-23-0522
0796-52-2374
0796-22-3695
0796-22-5749
0796-23-5122
0796-42-0210
0796-42-0284
0796-42-0220

店名
サイクルショップ ヒーロー
サトウサイクル
イオンバイク 大久保西店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 魚住店
ロールアウト
石崎商会
ウオズミサイクル
つちやまサイクルショップ
㈲大内商店
ＤＣＭダイキ 魚住店
ＹＯＵ ＳＨＯＰ ＨＯＰＥ
田中自転車商会
YOU SHOP太寺
イオンバイク 明石店
Auto/Cycle にわか
ヨシカワオート
㈱イシズ
森川サイクル
吉本自転車商会
溝端自転車商会
西神戸サイクル 明石店
ＤＣＭダイキ 明石店
㈲モーターサイクル ヒサダ
サイクルショップひまわり
イトーヨーカドー 明石店
井上サイクル
ハリマサイクル
住谷自転車商店
㈱サイクルショップ マツイ
金井自転車店
㈲桑田サイクル
加納サイクル
ちゃりんこ館かげやま
佐々木自転車店
湯口サイクル
三方モータース
田村自転車店
サイクランドようか

住所
明石市貴崎２－１７－９-103号
明石市魚住町金ケ崎１２８１－１
明石市魚住町金ケ崎６３－１
明石市魚住町住吉１－１１－９
明石市魚住町清水１１６
明石市魚住町清水１２９３－１１
明石市魚住町清水１８６－６
明石市魚住町清水２１８８－２
明石市魚住町中尾１２２
明石市魚住町長坂寺辻ケ内２８４
明石市小久保６－１－６新生明南ﾊｲﾂD号
明石市西新町３－７－６
明石市太寺大野町２６９３
明石市大久保町ゆりのき通３－３－１
明石市大久保町高丘６－６－５
明石市大久保町松蔭９９－４
明石市大久保町大窪１７４０－３
明石市大蔵天神町１２－１８
明石市大明石町２－３－２３
明石市樽屋町５－１８
明石市樽屋町９－１７
明石市茶園場町１－２０
明石市朝霧町３－１４－６
明石市田町１－８－１１
明石市二見町西二見駅前１－１８
明石市二見町東二見７２５－２４
明石市本町１－１３－２１
明石市本町２－６－１７
明石市明南１－４－６
明石市立石２－１－３４－５０
揖保郡太子町糸井２９５－２
揖保郡太子町東保２７０－８
揖保郡太子町矢田部３５１－１
揖保郡太子町蓮常寺４１４
揖保郡太子町鵤１３７６－２
養父市大屋町加保６９５
養父市八鹿町八鹿１０５２－２
養父市八鹿町八鹿１１０８－９

電話番号
078-928-0107
078-935-9220
078-384-2396
078-948-2844
078-947-6945
078-942-1507
078-943-7778
078-942-6802
078-946-0168
078-946-7710
078-927-5174
078-922-1110
078-911-6953
078-934-2881
078-936-1583
078-936-6048
078-935-1518
078-911-5293
078-911-2527
078-911-3195
078-945-5466
078-914-1177
078-912-0998
078-929-2575
078-941-5111
078-942-9839
078-911-4139
078-911-5871
078-927-2131
078-923-6543
0792-76-1020
0792-77-4523
0792-76-7373
079-276-0979
0792-76-0013
079-669-1110
079-662-2410
079-662-2395

