自転車安全整備店（石川県）
平成29年02月01日
店名
坂本サイクル
西川サイクルオートショップ
ホンダショップむらかみ
竹中サイクル
山口自転車商会
イオン かほく店
中越モータース
安中モータース
川田サイクル＆マリン
萬谷販売
山田自転車店
サイクルショップ末吉
川端自転車店
サイクルショップ大森
㈲おおみ商会
木津物産販売
加藤サイクル商会
ＤＣＭカーマ 加賀店
アルプラザ 加賀
サイクル＆スポーツ ミズカミ
横山モータース
さないサイクルショップ
呉藤モータース
新谷サイクル
山下自転車店
イオン 加賀の里店
竹内自転車商会
蔦自転車店
開田オートサイクル
大中サイクル
敷中自転車店
片山津サイクルセンターおおさか
山森サイクル
じてんしゃや 沢
サイクルショップ白井
サイクルショップつぼさか
大村自転車店
アルプラザ 津幡
イオンバイク 杜の里店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 杜の里店
サイクルショップ加賀
㈲スポーツサイクル イシノ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 金沢西ｲﾝﾀｰ店
サイクルファクトリー オカモト
尾山自転車商会
ｲｵﾝﾊﾞｲｸ ｲｵﾝﾀｳﾝ金沢示野店
ＤＣＭカーマ 金沢示野店
清水自転車店
東サイクルショップ
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰムサシ 金沢店
グリーンサイクルショップ
小林サイクル
橋場輪店
アルプラザ金沢
昭和自転車商会
西村サイクル商会
小髙モータース
サイクルビレッジ

住所
かほく市宇野気リ１８
かほく市横山ノ－１０－５
かほく市高松キ８－１２
かほく市高松子６８
かほく市森レ８７－１
かほく市内日角タ２５
羽咋郡志賀町高浜町ク－２８－１１
羽咋郡志賀町字舘１３
羽咋郡志賀町富来地頭町８－２０８
羽咋郡志賀町富来領家町ソ４－２
羽咋郡志賀町里本江４４－５６
羽咋郡宝達志水町子浦レ１６７甲
羽咋郡宝達志水町小川ホ－３９－２
羽咋市一ノ宮町ナ－２８
羽咋市金丸出町リ－７－１
羽咋市川原町エ１６９－２
羽咋市中央町サ－１３－１
加賀市加茂町１１０
加賀市作見町ル２５－１
加賀市山代温泉１６－１－８
加賀市山代温泉２２－２０－５
加賀市山代温泉温泉通４７
加賀市山代温泉桔梗ケ丘２－５
加賀市山中温泉西桂木町ヌ１０５
加賀市山中温泉湯の本町ク－１６
加賀市上河崎町４７－１
加賀市水田丸町ト１２１
加賀市曽宇町ニの２３－３
加賀市大聖寺大名竹町９－４
加賀市大聖寺天神下町８
加賀市大聖寺本町３１
加賀市潮津町イ１１８
加賀市動橋町ロの９１
加賀市片山津温泉セ１－３
河北郡津幡町加賀爪ル１－２
河北郡津幡町庄ト６２－２
河北郡津幡町北中条ヌ４２－６
河北郡津幡町北中条地区土地区画整理事業地内１街区１

金沢市もりの里１－９０
金沢市もりの里２－９５
金沢市額乙丸町イ－２９－１
金沢市額新保１－３４８
金沢市間明町２－３８
金沢市久安５－３２２
金沢市金石西１－２８－３
金沢市戸板西１－１５５ｲｵﾝﾀｳﾝ金沢示野ｲｰｽﾄ棟
金沢市戸板西２－１
金沢市幸町５－３０
金沢市高畠１－５
金沢市高柳町１－１－１
金沢市三口新町２－１－９
金沢市三十苅町丁４３－１
金沢市七ツ屋町ニ８
金沢市諸江町３０－１
金沢市小坂町東２０３
金沢市小立野３－１１－２８
金沢市小立野３－２７－３４
金沢市松村町ヌ４２－２

電話番号
076-283-1827
076-285-0278
076-281-0452
076-281-0543
076-283-0461
076-289-1000
0767-32-0111
0767-36-1248
0767-42-0111
0767-42-2188
0767-42-0217
0767-29-2111
0767-28-3068
0767-22-1572
0767-26-0201
0767-22-0227
0767-22-0539
0761-76-4585
0761-73-5300
0761-76-1474
0761-76-2737
0761-76-0303
0761-76-0280
0761-78-2472
0761-78-1824
0761-72-8800
0761-76-1768
0761-72-3633
0761-73-2361
0761-72-1334
0761-72-0411
0761-74-7512
0761-74-1519
07617-4-1307
076-289-4243
076-289-2680
076-289-2709
076-289-0800
076-234-1055
076-223-8770
076-298-3302
076-298-6109
076-214-9760
076-247-2028
076-267-0633
076-266-0135
076-268-5300
076-262-7627
076-291-2157
076-253-8634
076-222-6957
076-298-3932
076-231-4087
076-260-1331
076-252-5523
076-221-7245
076-261-4812
076-267-1841

店名
南サイクル
サイクルショップみなみ
吉崎屋サイクル
㈱久保
宮本サイクル
㈱武部商会
アピタ 金沢店
米沢サイクル
ＤＣＭカーマ 金沢田上店
㈱サイクランド マスナガ
ＤＣＭカーマ 金沢駅西店
サイクル館さとう
おくのサイクル
相木ホンダ
三上サイクル商会
KeiG
イオンバイク 金沢店
城田サイクル
米村商会
田宮サイクル
山栄商会
㈱橋爪商会
宮川サイクル
ホームインホーマー グリーンハウス
㈲谷石油
㈱ロッキー
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰヤマキシ 田鶴浜店
かわもとサイクル
サイクルショップ マツサカ
島田自転車商会
ＤＣＭカーマ 七尾店
㈱中越自動車商会
モートピアきのした
藪岡商会
岡田モータース
ヘイシ自転車商会
川端自転車商会
上野サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシFC 珠洲店
大川自転車店
アルプラザ 小松店
ＤＣＭカーマ２１ 小松店
山前サイクルセンター
西田商会
加藤サイクル
福岡自転車店
北村自転車店
浅田自転車商会
新橋サイクル
谷川サイクル
藪谷自転車店
向出自転車店
そのサイクル
荒木自転車オートバイ店
㈲任田商会
藤田自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 小松店
イオン 小松店
黒田自転車店
Velow's (ｳﾞｪﾛｰｽﾞ)
イオンバイク 御経塚店
梁自転車商会
上田自転車商会

住所
金沢市森山１－１９－６
金沢市西金沢１－７
金沢市扇町１１－４１
金沢市扇町６－１９
金沢市大浦町り－１８
金沢市大豆田本町ハ９－４
金沢市中村町１０－２０
金沢市長土塀３－１６－４２
金沢市田上さくら３－６０
金沢市南広岡町ハ４３－１
金沢市二ツ屋町８－１
金沢市入江１－１２４
金沢市八日市４－２１４
金沢市彦三２－６－３０
金沢市瓢箪町１２－３７
金沢市武蔵町１６－３３ｻﾆｰﾋﾞﾙ1F
金沢市福久２－５８
金沢市平和町２－２－１３
金沢市堀川町２１－２１
金沢市本町１－１－１２
金沢市鳴瀬元町ハ１２－２
金沢市問屋町１－８
金沢市野町１－３－６１
金沢市有松４－２－１
鹿島郡中能登町能登部下７９部７－４
鹿島郡中能登町能登部上ト部８１
七尾市高田町ほ部３４
七尾市川原町１６
七尾市鍛冶町４７
七尾市中島町崎山１部３８－１
七尾市藤橋町酉３９
七尾市府中町員外１－２
七尾市矢田新町ホ部１
珠洲市上戸町北方７字１３２－６
珠洲市正院町正院１８－１３乙－２
珠洲市正院町正院２０－７
珠洲市大谷町１－９２－１１
珠洲市蛸島町ナ５６
珠洲市野々江町メ部３３
小松市安宅町ヘ２３４
小松市園町八２３
小松市沖周辺土地区画整理事業施行地区内27街区75号

小松市河田町ヌ５１
小松市串町庚４
小松市江指町乙１１１
小松市新鍛冶町乙２５０－２
小松市須天町２－６９
小松市千代町甲２２１
小松市大領中町１－４５５
小松市大領町ロ－２７
小松市島町ヲ１００－４
小松市東町１３
小松市湯上町イ９－２
小松市白江町タ２５
小松市浮柳町ル３７－１
小松市符津町井２－１－２１
小松市福乃宮町１－１－１
小松市平面町ア６９
小松市宝町５－１
石川郡野々市町粟田２－２０８
石川郡野々市町御経塚２－９１
能美市岩内町イ１３９
能美市寺井町レ８３－２１

電話番号
076-252-1423
076-241-1383
076-221-8261
076-234-5995
076-238-0376
076-292-1022
076-226-3111
076-221-3592
076-235-2337
076-231-0601
076-222-6866
076-291-8469
076-249-1770
076-231-1328
076-221-1274
076-254-0911
076-258-7588
076-241-2924
076-231-6187
076-221-2321
076-257-6116
076-237-4621
076-241-4134
0762-42-0808
0767-72-2136
0767-72-2474
0767-68-6600
0767-52-0819
0767-52-0648
0767-66-0512
0767-54-0061
0767-53-2332
0767-52-5013
0768-82-1014
0768-82-0476
0768-82-0456
0768-87-2384
0768-82-5520
0768-82-6341
0761-22-6509
0761-23-1211
0761-23-0520
0761-47-2034
0761-44-2104
0761-41-1611
0761-22-3652
0761-22-6264
0761-22-3038
0761-22-0810
0761-22-0316
0761-44-3320
0761-22-7909
0761-65-1085
0761-22-1858
0761-22-6461
0761-44-3350
0761-21-5690
0761-23-6000
0761-22-2586
076-287-0114
076-269-0130
0761-51-2328
0761-57-0292

店名
三島自転車商会
村上モータース
中川自転車店
石地サイクル
架谷商会
西田輪業
田中自転車店
アピタ 松任店
津田サイクル
米光サイクル商会
不動寺モータースサイクル
ひらきサイクル
自転車センターアヅマ
イオン 松任店
橋 サイクル
加藤サイクルセンター
石崎商会
浜自転車店
魚棚自転車店
サイクルピア シンホ゛
BIKE ROUTE

住所
能美市寺井町ワ１６３－４
能美市小長野町ホ１９－２
能美市大成町リ９０－２
能美市大成町ル６５
能美市辰口町６７６－１
能美市湯谷町ヨ－１０３ノ甲
白山市笠間町５３２－２
白山市幸明町２８０
白山市成町２２０－１
白山市村井町５３２
白山市鶴来本町１－ワ９８
白山市美川和波町ソ５３６
白山市布市１－８１
白山市平松町１０２－１
白山市末広２－２９
白山市明光４－２７
鳳珠郡能登町小木１７－７－２
鳳珠郡能登町松波１０－７７
鳳珠郡能登町松波１４－７７－１
野々市市押野５－７３
野々市市高橋町１５－１２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ野々市店 野々市市三納１－１４４
イオンバイク 野々市店
野々市市上林４－６６６
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 金沢南店
野々市市新庄６－５５２
イオンバイク 金沢工大前店
野々市市扇が丘５４５
ＤＣＭカーマ 野々市店
野々市市二日市町３０街区１９番
ウッドサイクル
野々市市二日市町７７５
サイクルセンターおがわ
野々市市本町２－１－３１
坂下サイクル
輪島市河井町３部２０１－１
杉本自転車店
輪島市河井町４部１４４－１
堀井自転車店
輪島市町野町鈴屋ユ部４６－１
中上屋自転車店
輪島市鳳至町上町１７

電話番号
0761-57-0108
0761-57-1017
0761-55-0851
0761-55-0233
0761-51-3548
0761-57-0617
076-275-0763
076-274-6611
076-275-0621
076-275-0456
076-272-0106
076-278-2046
076-275-1652
076-274-8600
076-275-0152
076-273-2318
0768-74-0141
0768-72-0078
0768-72-0157
076-246-6828
076-294-3380
076-246-0566
076-294-0293
076-259-6341
076-246-0242
076-294-3010
076-246-1658
076-248-0038
0768-22-1415
0768-22-0736
0768-32-1920
0768-22-0910

