自転車安全整備店（岩手県）
平成29年02月01日
店名
DCMホーマック 花泉店
佐景輪店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 一関店
小達輪店
マルエス輪店
くるんくるんサイクル
ダイシャリン 一関店
DCMホーマック 一関店
小野寺自転車店
イオン 一関店
吉川モータース
サイクルオートショップ キクリン
サンデー 千厩店
千田輪業商会
小野珍輪業商会
三浦輪店
オートショップ小島鉄工
二輪ハウスいわみ
若山商店
あべまさサイクル
細輪モータース
小野寺輪業商会
岩渕輪店
千忠輪店
DCMホーマック 遠野店
双葉商会
菊池サイクル
中村輪店
小野寺輪店
達下モータース
多田モータース
DCMホーマック 江刺店
㈲菊栄輪店
浅沼モータース
千田輪店
晴山輪店
高橋自転車店
佐東輪業商会
サンデー 水沢佐倉河店
DCMホーマック 水沢店
渡辺輪業
千葉自転車店
及川自転車店
佐藤輪業商会
サンデー 水沢店
千葉良ホンダ
高橋サイクル
佐藤輪店
サイクルセンター蜂谷
ダイユーエイト 岩手水沢店
吉田サイクル商会
サトーモーターサイクル
守谷輪店
イト勝輪業商会
小野寺輪店
DCMホーマック 前沢店
イオン 前沢店
林モータース

住所
一関市花泉町金沢字水門６０
一関市厳美町字沖野々１４６
一関市狐禅寺字石ノ瀬１１－１
一関市幸町２－２８
一関市山目才天８－５
一関市山目字館３６－４
一関市山目字大槻６６
一関市山目大槻９７
一関市山目町２－１－１６
一関市山目泥田８９－１
一関市字広街２－６
一関市千厩町千厩字古ケ口９２－２
一関市千厩町千厩字東小田６２
一関市川崎町薄衣字諏訪前４５
一関市大手町１－９
一関市大東町渋民字横張７－２
一関市大東町大原一六４８
一関市滝沢字舘下６６
一関市地主町８－１５
一関市中央町１－９－２０
一関市東山町長坂字町１３４
一関市東地主町４２
一関市藤沢町保呂羽字二本柳９７－１
一関市萩荘字小萩１９－２
遠野市松崎町白岩８地割６６
遠野市上組町１－１１
遠野市上組町２－３０
遠野市土淵町土淵４－４６－１０
奥州市衣川区古戸３７８－２
奥州市江刺区愛宕字小畑７７
奥州市江刺区南大通５－１５
奥州市江刺区八日町１－９－４５-1号
奥州市江刺区本町１－１８
奥州市江刺区梁川字舘下７８
奥州市江刺区六日町４－３
奥州市水沢区羽田町駅前１－２２
奥州市水沢区羽田町宝生２－７
奥州市水沢区黒石町字鶴城９４
奥州市水沢区佐倉河字羽黒田１０
奥州市水沢区佐倉河字五反町２８－１
奥州市水沢区佐倉河字松堂３１－１
奥州市水沢区姉体町字大内田前５０－７
奥州市水沢区姉体町字八幡１－５
奥州市水沢区新小路２０
奥州市水沢区斉の神１１３
奥州市水沢区川口町４４
奥州市水沢区川端１９４－１
奥州市水沢区太日通り２－６－３３
奥州市水沢区大町６５
奥州市水沢区田小路８０
奥州市水沢区東上野町１１－１３
奥州市水沢区東上野町４－１２
奥州市水沢区東町３２
奥州市水沢区南町８－２４
奥州市水沢区立町８
奥州市前沢区向田２－７４
奥州市前沢区向田２－８５
奥州市前沢区七日町５９－１

電話番号
0191-82-3200
0191-29-2504
0191-31-6111
0191-23-2352
0191-25-2747
0191-23-1065
0191-25-5656
0191-21-1151
0191-23-5525
0191-25-6000
0191-23-5409
0191-52-2203
0191-52-3301
0191-43-2306
0191-23-4332
0191-75-4264
0191-72-2049
0191-23-5416
0191-23-2498
0191-23-5412
0191-47-2363
0191-23-4594
0191-63-2053
0191-24-2039
0198-62-6800
0198-62-3564
0198-62-2533
0198-62-8532
0197-52-3252
0197-35-1706
0197-35-4520
0197-35-1300
0197-35-1274
0197-37-2711
0197-35-4623
0197-24-1202
0197-23-4720
0197-26-2332
0197-23-2201
0197-51-7161
0197-25-4568
0197-26-2012
0197-26-2433
0197-23-4325
0197-22-6777
0197-23-2670
0197-24-4187
0197-24-3857
0197-23-2623
0197-47-3222
0197-23-7921
0197-24-0743
0197-23-2243
0197-24-0645
0197-23-4244
0197-56-7722
0197-41-3111
0197-56-4211

店名
岩堰輪店
千田耕輪業
千田輪店
サイクルショップ マルゼン
ムサシ輪業
竹花輪店
澤口輪店
DCMホーマック 山田店
長瀬輪業商会
山田サイクル
木村モータース
花巻オート
菊池輪店
伊藤輪業
サイクルライフ サンコウ
佐藤輪店
佐藤輪店
DCMホーマック 花巻西店
DCMホーマック 花巻北店
パワー 花巻店
菊昌輪業
サンデー 花巻店
サンデー 花巻南新田店
佐々源オートサイクルセンター
中里輪店
DCMホーマック 釜石鵜住居店
サンデー 釜石店
㈲中塚自転車商会
丸庄自転車商会
廻立輪店
ホームセンター菅文 葛巻店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 岩手町店
セヨシサイクル
㈲ヒカリオート
櫻田自工
サイクル カトー
工藤輪店
みのるモーターサイクル
陸中オート
三和モーター
金久モーターサイクル
サンデー 久慈長内店
DCMホーマック 久慈店
中塚輪業
高橋輪店
DCMホーマック 宮古南店
すがのサイクル
サイクルＴＫ
㈱菅野輪業社
㈲宮古サイクル商会
舘下輪店
山崎自転車店
DCMホーマック 宮古店
バイクスおおはし
スガヤモータース
マルイ自転車店
佐藤輪店
近藤輪業
大沢モータース
中野輪業
前田輪業
藤原輪店
谷村自転車店

住所
奥州市前沢区前沢町山下町１４９－３
奥州市胆沢区若柳字下松原５５－１
奥州市胆沢区前沢町古城字野中前５４
奥州市胆沢区胆沢町小山字道場３８－１７
奥州市胆沢区南都田字塚田１００－３
下閉伊郡岩泉町岩泉字太田１０－８
下閉伊郡岩泉町大川字下町１０９－１１
下閉伊郡山田町大沢第２地割４０－１
下閉伊郡山田町北浜町２－１
花巻市高木１６－７０
花巻市轟木１０－１６６
花巻市桜町１－２９－２
花巻市上根子字欠端１３３
花巻市西宮野目７－２６４
花巻市西大通り２－１－３３
花巻市太田３２－１０３－４
花巻市大迫町大迫２－４２
花巻市中根子字堂前８８
花巻市東宮野目第１２地割４－７
花巻市東宮野目第９地割５９
花巻市東和町土沢６区３
花巻市南城１０
花巻市南新田２７２
釜石市鵜住居町１５－１５
釜石市鵜住居町１５－３２－１０
釜石市鵜住居町第八地割３６－１
釜石市上中島町３－１－１
釜石市大町２－２－２７
釜石市只越町３－１０－２４
岩手郡葛巻町葛巻８－３－２
岩手郡葛巻町江刈第８地割字野中７６－１
岩手郡岩手町大字五日市１１－１２３－１
岩手郡岩手町大字江刈内９－４３－４
岩手郡雫石町柿木９４－７
岩手郡雫石町大字西根大宮１０３－１
岩手郡滝沢市鵜飼字向新田９－５
岩手郡滝沢市大釜字風林１９－２７
久慈市荒町３－１４－８
久慈市新中の橋３７－９９－７
久慈市巽町２－３４
久慈市中央２－２１
久慈市長内町第３３地割１１－１
久慈市長内町第３４地割６０
久慈市田屋町１－１３－２４
宮古市磯鶏１－４－９
宮古市磯鶏３－３－２２
宮古市河南 １－３－１５
宮古市刈屋１１－８７－９
宮古市実田１－３－２
宮古市西町２－２－７
宮古市大字津軽石５－１０１－１
宮古市築地町１－２－１３
宮古市長町２－４－１
宮古市藤原１－７－３３
宮古市板屋１－１－１
宮古市緑ケ丘５－５
九戸郡九戸村大字伊保内６－２４－イ
九戸郡野田村野田１７－６－１
九戸郡野田村野田２８－３－３
九戸郡野田村野田３１－１０－１
九戸郡洋野町種市２３－２５－５９
紫波郡紫波町下松本字上渡１７
紫波郡紫波町高水寺字中田３０－１

電話番号
0197-56-3728
0197-46-3093
0197-56-5249
0197-47-0589
0197-46-4630
0194-22-2947
0194-26-2311
0193-82-0888
0193-82-3579
0198-24-0153
0198-29-2008
0198-24-7356
0198-23-4563
0198-26-2205
0198-23-1873
0198-28-2617
0198-48-2729
0198-23-0071
0198-24-8833
0198-26-1100
0198-42-3528
0198-22-4560
0198-21-1051
0193-28-2576
0193-28-2361
0193-29-1166
0193-23-2233
0193-22-1840
0193-22-2324
0195-66-2777
0195-67-1000
0195-62-1121
0195-62-2557
019-692-1145
019-693-3266
019-684-1108
019-686-2313
0194-53-4796
0194-53-2912
0194-53-3465
0194-53-3672
0194-52-8870
0194-61-3655
0194-53-3658
0193-62-6868
0193-63-7031
0193-62-0766
0193-72-3175
0193-63-8472
0193-62-4223
0193-67-2335
0193-62-2812
0193-63-4290
0193-62-5890
0193-62-4601
0193-62-4459
0195-42-2557
0194-78-2070
0194-78-2001
0194-78-2085
0194-65-2022
019-673-7703
019-672-3744

店名
サンデー 紫波店
フルダテ輪店
DCMホーマック 紫波店
佐々木自転車店
谷村輪店
DCMホーマック 矢巾店
DCMホーマック 大槌店
内金崎自転車商会
境田自転車店
㈲サイクルショップ タニフジ
花坂輪店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 盛岡渋民店
サンデー 盛岡店
ＡＢＥ（アベ）サイクル
DCMホーマック 盛南店
玉山輪業
サイクルショップ ナカハタ
DCMホーマック 黒石野店
山口輪店
DCMホーマック 都南店
ＨＯＴ．ＳＴＡＦＦヨシダ
サクラオートサイクルセンター
吉田サイクル
立花サイクル
サイクルショップ松園
ナカノサイクル
工藤輪店
㈲サイクルショップ タニフジ
DCMホーマック 上堂店
鬼柳自転車店
佐々木自転車店
㈲佐々木自転車商会
玉川サイクルショップ
サイクルショップあべ
竹澤輪業
佐々吉輪業
サンデー 盛岡前潟店
イオン 盛岡店
SASASOU BIKES
㈲田中ホンダ
吉専輪店
サイクルミノル
チャリ松
鎌田輪店
モーターサイクルショップ サンタ
吉田輪業商会
福島輪店
有坂輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 盛岡南店
イオン 盛岡南店
中村自転車店
サイクル オダシマ
サイクルハウス ムサシ
山口輪店
菅原輪業
㈲伊藤輪店
高甚輪店
オートランド リッキー
佐々木輪業商会
佐藤輪店
三条モーター商会
サンデー 大船渡店
下山モータース

住所
紫波郡紫波町桜町１－１２－７
紫波郡紫波町日詰字郡山駅１６６－１
紫波郡紫波町北日詰字下東ノ坊５０
紫波郡矢巾町大字上矢次４－２３
紫波郡矢巾町大字土橋１０－８０－３
紫波郡矢巾町南矢幅７－３８５－３
上閉伊郡大槌町小槌第２７地割３－４
上閉伊郡大槌町大町６－４
上閉伊郡大槌町末広町４－３２
盛岡市みたけ４－２４－２５
盛岡市下田字牡丹野８０－４
盛岡市玉山区渋民鶴飼２０－１
盛岡市月が丘１－２６－４５
盛岡市月ケ丘１－２６－５３
盛岡市向中野７－１６－７７
盛岡市好摩字夏間木８３－６０
盛岡市高松３－６－２５
盛岡市黒石野１－１０－１６
盛岡市材木町３－８
盛岡市三本柳１０地割２０－５
盛岡市山岸１－４－１１
盛岡市山岸２－１７－２５
盛岡市手代森２７－１５８
盛岡市渋民字駅３２－１
盛岡市松園２－３７－６
盛岡市上ノ橋町１－２８
盛岡市上田 ３－６－３５
盛岡市上田１－１５－１８
盛岡市上堂３－５－３５
盛岡市新田町１０－５
盛岡市厨川１－１２－７
盛岡市盛岡駅前通１０－２
盛岡市西青山２－１８－５２
盛岡市青山２－２－２６
盛岡市仙北３－１５－３４
盛岡市浅岸２－１５－１１
盛岡市前潟３－２－４５
盛岡市前潟４－７－１
盛岡市中央通２－９－２４
盛岡市長田町４－６
盛岡市津志田中央１－１－１
盛岡市津志田中央３－２１－１
盛岡市津志田中央３－７－１５
盛岡市南青山町１－３
盛岡市南仙北１－１７－４
盛岡市南仙北２－２４－２０
盛岡市南大通２－１０－３３
盛岡市南大通２－１－１４
盛岡市北飯岡２－１４－８
盛岡市本宮７－１－１
盛岡市本宮林崎２－１７
盛岡市本町通１－６－３３
盛岡市梨木町４－１
盛岡市緑が丘３－９－３
西磐井郡平泉町平泉字鈴沢４３－１３
大船渡市三陸町綾里字平館１６－５
大船渡市盛町字宇津野沢７－４
大船渡市盛町字権現堂１－７
大船渡市盛町字町４－５
大船渡市盛町字町６－５１
大船渡市盛町字木町４－３
大船渡市赤崎町字諏訪前３８－７
大船渡市大船渡町下平８－７

電話番号
019-672-5882
019-672-2327
019-672-5993
019-697-3266
019-697-3149
019-697-7600
0193-42-7851
0193-42-2062
0193-42-2396
019-641-1950
019-683-2533
019-669-5600
0196-41-7818
019-641-3189
019-631-1500
019-682-0065
019-662-3834
019-663-0921
019-622-5581
019-637-0191
019-622-8451
019-653-6478
019-696-3118
019-683-2610
019-661-3836
019-623-3722
019-622-4029
019-622-5607
019-645-2375
019-622-4528
019-641-1415
019-624-2692
019-647-4389
019-647-4416
019-635-1819
019-651-2304
019-645-8870
019-605-3700
019-622-5595
0196-22-7448
019-638-1336
019-637-2221
019-637-3933
019-646-3634
0196-35-0654
019-636-0643
019-622-0155
019-651-4100
019-632-6066
019-631-3000
019-659-0505
019-622-3243
019-623-7065
019-662-1250
0191-46-3308
0192-42-2108
0192-26-4016
0192-27-0431
0192-26-3575
0192-27-2395
0192-26-4681
0192-26-3783
0192-25-0204

店名
DCMホーマック 大船渡店
クドウサイクル
志田輪店
チャーリーオージ
DCMホーマック 巣子店
DCMホーマック 牧野林店
㈲堀江輪店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 金ヶ崎店
サイクルセンターおいたい
佐々木輪業
及川輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 一戸店
稲葉輪店
沢田輪業
サイクルセンターおのげん
二輪ハウス大滝
大滝輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 二戸店
目時輪店
工藤ホンダ販売
㈲瀬川輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰかんぶん 八幡平店
千葉輪店
斉藤輪店
DCMホーマック 西根店
千田輪店
ジャイアントストア北上
伊藤輪業
サンデー 北上江釣子店
北上ホンダ
中村輪店
斉藤輪店
八重樫輪店
浅沼輪店
サイクルショップたかはし
コメリパワー 北上店
DCMホーマック 北上藤沢店
イオン 江釣子店
DCMホーマック 北上店
サンデー 北上里分店
伊藤輪店
石田輪業
鈴木輪店
佐藤輪業
DCMホーマック 高田店

住所
大船渡市大船渡町字笹崎６－２１
大船渡市大船渡町字茶屋前５７－６仮設夢商店街E-101

大船渡市末崎町字鶴巻６８－３
滝沢市篠木明法１３２－４
滝沢市巣子１１５２－２
滝沢市牧野林２８６－１６
滝沢市野沢６２－４４８
胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻１６５
胆沢郡金ケ崎町西根医者屋敷１５－１
胆沢郡金ケ崎町西根中江浦６３
胆沢郡金ケ崎町西根本町１１２－１
二戸郡一戸町字砂森１２３－１
二戸郡一戸町本町７８
二戸市金田一字馬場１０８－１１
二戸市福岡字下川又７－７
二戸市福岡字上町１２－２
二戸市福岡字長嶺６５－９
二戸市堀野字長地７５－４
八幡平市荒屋新町１１５－２
八幡平市石名坂１１－１
八幡平市大更２４－７－３
八幡平市大更第１８地割３０８
八幡平市平館２４－４０－３
八幡平市平館２６－１２０－３
八幡平市平舘第２５地割２９１－２
北上市鬼柳町中佐野７８－１
北上市幸町３－９
北上市上江釣子１８－２－３
北上市上江釣子７地割３０－１
北上市常盤台１－１－３０
北上市諏訪町１－１－２３
北上市村崎野１５－７１－６
北上市村崎野９－３１７－５
北上市大通り１－３－２９
北上市大堤南１－８－２
北上市藤沢１７地割７２－２
北上市藤沢２０地割３６－１
北上市北鬼柳１９－６８
北上市北鬼柳町３１地割７０
北上市里分４地割６３
北上市和賀町横川目１２－３５－１３
北上市和賀町藤根１８－１－６
陸前高田市高田町高田高校第二グランド仮設住宅30-3

陸前高田市高田町字鳴石１１２
陸前高田市竹駒町字十日市場２８７

電話番号
0192-26-1256
0192-26-2296
0192-29-3841
019-656-0337
019-688-7400
019-699-2626
019-688-4506
0197-41-0800
0197-44-3414
0197-42-2304
0197-42-3020
0195-31-1133
0195-32-2659
0195-27-2545
0195-23-3073
0195-25-4645
0195-23-5089
0195-23-7676
0195-72-2049
0195-73-2146
0195-76-3027
0195-76-3222
0195-74-3203
0195-74-3206
0195-74-2205
0197-67-2535
0197-63-2535
0197-77-2852
0197-77-5522
0197-65-1124
0197-63-4809
0197-66-2609
0197-68-3001
0197-63-6465
0197-67-5351
0197-64-5553
0197-61-4600
0197-65-2711
0197-64-6600
0197-64-4438
0197-72-2073
0197-73-5024
080-3752-3266
0192-55-3032
0192-53-2255

