自転車安全整備店（香川県）
平成29年02月01日
店名
サイクルハウス松家
国方輪業
渡辺自転車店
フジメサイクル
谷自転車店
石原自転車店
朝国自転車店
寒川商会
イオン 綾川店
㈲宮﨑輪業
松原自動車商会
三好協和輪業㈲
土橋自転車店
オリーブサイクル
正岡輪業商会
アオキホンダ
本間サイクル
高橋輪業
冨原モータース
㈲高橋モータース
藤川自転車店
藤元モータース
石川自転車店
近藤自転車店
ビークル セガワ
宗田モータース
讃岐輪業
正木自転車店
オリタケ 豊浜店
山岡自転車店
㈲安藤商会
サイクルショップ オオニシ
㈲小谷自動車
中井自転車店
真鍋自転車店
吉村モータース
丸亀オート
横田輪業
モリタニサイクル
内海自転車店
合田自転車店
ＤＣＭダイキ 丸亀店
山下サイクル
サイクルショップまさだ
山内自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 丸亀店
ヨシハラサイクル
サイクル はやし
組橋自転車店
㈲大林モータース
㈱カナマル
㈲T.V.C. SERVICE
木村自転車店
㈲山崎自転車商会
㈲川西自転車店
谷定商輪
大西サイクル
吉沢自動車

住所
さぬき市鴨庄３０７５
さぬき市寒川町石田東甲３９９－１
さぬき市志度６６０－３
さぬき市志度８６１－１
さぬき市小田１３８９
さぬき市小田１５１６－３
さぬき市大川町富田西２５６０
さぬき市大川町富田東５１－１
綾歌郡綾川町萱原８８２－１
綾歌郡綾川町山田下２１５９－１
綾歌郡綾川町山田上甲２０９９－６
綾歌郡綾川町陶５７６３－１７
綾歌郡宇多津町２０３５－１１
綾歌郡宇多津町浜四番丁４５－１７浜四十五番館別館1F

観音寺市観音寺町甲１７８５－４
観音寺市観音寺町甲２６３２
観音寺市観音寺町甲２９８２－６
観音寺市坂本町５－１４－３０
観音寺市室本町１１４５－１１９
観音寺市大野原町花稲５６７－６
観音寺市大野原町大野原１１９７－１
観音寺市大野原町大野原６１６８
観音寺市大野原町大野原６２６３－１
観音寺市大野原町中姫１１８５－２
観音寺市大野原町中姫２２６１－１
観音寺市大野原町萩原１４２６－１
観音寺市南町１－７－８
観音寺市豊浜町和田乙２０９９－２１
観音寺市豊浜町和田浜１２８４
観音寺市本大町１７９６－３
観音寺市茂木町３－３－７
観音寺市茂木町３－６－３９
丸亀市綾歌町岡田下５３８－１０
丸亀市綾歌町岡田西８２３
丸亀市綾歌町栗熊東４９６
丸亀市綾歌町富熊９８２－１
丸亀市金倉町１４３７－３
丸亀市郡家町２２５６－１
丸亀市山北町３８６－５
丸亀市垂水町１５１－４
丸亀市西平山町１２２
丸亀市川西町南１２８０－１
丸亀市前塩屋町１－８－３
丸亀市中府町３－９－３
丸亀市通町５３
丸亀市田村町７０３－１
丸亀市土器町東９－９６
丸亀市土居町１－１－６
丸亀市土居町３－４－１６
丸亀市飯山町下法軍寺６３８－２
丸亀市飯山町西坂元１６３－１
香川郡直島町直島町４７７１－５
高松市庵治町９１３
高松市井口町２－４
高松市一宮町３２４－１
高松市一宮町７３０－１
高松市円座町１０７９－１７
高松市塩江町安原下第２号１５８１

電話番号
087-895-2770
0879-43-2200
087-894-1492
087-894-2535
087-896-0103
087-896-0018
0879-43-2113
0879-43-3034
087-876-8000
087-878-2136
087-878-2387
087-876-0325
0877-49-1328
0877-49-2606
0875-25-3701
0875-25-2623
0875-25-3954
0875-25-3741
0875-25-3410
0875-52-3015
0875-54-2122
0875-54-2162
0875-54-2053
0875-54-2293
0875-54-3022
0875-54-2221
0875-24-1330
0875-52-4167
0875-52-2455
0875-25-0134
0875-25-1092
0875-25-4766
0877-86-3119
0877-86-3225
0877-86-2135
0877-86-2824
0877-23-2096
0877-28-7620
0877-22-1712
0877-28-7515
0877-22-2084
0877-28-2300
0877-22-3660
0877-22-2952
0877-22-8018
0877-64-6035
0877-22-1055
0877-22-2981
0877-22-4414
0877-98-2067
0877-98-2256
087-892-4015
087-871-2724
087-821-8346
087-886-0809
087-886-3046
087-885-2439
087-897-0641

店名
市原自転車店
山谷サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高松屋島店
飯間自転車店
堀川サイクル
西村ジョイ㈱ 屋島店
穴吹自転車店
ビーイングハウスいはら
コミュニティショップきむら
バイク＆サイクル モリザワ
白川自転車店
高松サイクル㈱
㈲千葉自転車商店
㈲納田自転車商会
ＤＣＭダイキ 香西店
バイクピア五色台
川田自転車店
サイクルショップ 高松店
高木自転車店
サイクルショップ藤本
㈲サイクルショップ小西
㈲平田自転車店
㈲三宝モータース
綾田自動車整備工場
田中サイクル
ＤＣＭダイキ 国分寺店
㈲山根商会
松本自転車店
三谷自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高松中央通店
多田自転車商会
イオンバイク レインボー通り店
銀輪屋
ＤＣＭダイキ 上福岡店
矢野モータース
ＤＣＭダイキ 川島店
サイクルショップ アカマツ
植田商会
Ｂ＆Ｃ まえだ
サイクルショップ まつおか
サイクルサロンおおの
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高松ﾚｲﾝﾎﾞｰ通店
バイシクルショップ クラウズ
山下自転車店
サイクランドおかだ
CYCLES Kojima
柴田自転車店
ＤＣＭダイキ 水田店
サイクルショップ西本
安藤自転車店
吉岡栄輪商会
赤松輪業
谷自転車店
㈲三宅自転車店
㈲サイクルワールド タダ
渡辺サイクル
イオンバイク 高松東店
中村自転車店
サイクルライフ タムラ
㈲信濃商会
イオンバイク 兵庫町店
ＤＣＭダイキ 牟礼店
池田サイクル

住所
高松市塩上町３－１１－１０
高松市屋島西町１３３０－１９
高松市屋島西町１９２９－１
高松市屋島西町１９４８－４
高松市屋島西町１９７２－３
高松市屋島西町２１０５－８
高松市瓦町１－３－６
高松市鬼無町佐藤１７－８
高松市亀田町３８６－１３
高松市亀田町３９８－８
高松市錦町１－１１－１０
高松市栗林町１－１－１５
高松市栗林町１－１４－９
高松市栗林町２－６－１
高松市香西東町３５０－１
高松市香西北町４９０－１
高松市香西北町７０－１
高松市香西本町１－１
高松市香川町川東上９６４－２
高松市香川町浅野２３１３－１
高松市香川町大野２４５３－２
高松市高松町２１８５－１
高松市高松町３０１３－５
高松市国分寺町新居５６０－２
高松市国分寺町新名２２７－７
高松市国分寺町新名５７４－３
高松市今里町２－１
高松市桜町２－８－２５
高松市三谷町１２４４－４
高松市紙町８３－１
高松市松島町１－１４－１４
高松市松縄町１１２８－４
高松市上天神町７１２－１
高松市上福岡町８３８－１
高松市西植田町２１６２－１
高松市川島東町５０４
高松市川島東町５２４－３
高松市川島東町９０４－５
高松市扇町１－２３－９
高松市扇町２－９－１３
高松市多賀町２－４－７
高松市多肥下町１５５３－１
高松市太田下町１６６３－１
高松市太田下町２３０７
高松市太田上町９７４－１
高松市通町４－３
高松市東ハゼ町８６９
高松市東山崎町２９１－１
高松市東山崎町３８０－１７
高松市東植田町２０７３－１
高松市藤塚町１－９－３
高松市藤塚町６－２０
高松市南新町６－５
高松市番町１－９－１３
高松市番町４－８－１８
高松市伏石町２０６７－４
高松市福岡町３－８－５
高松市福田町１０－１４
高松市仏生山町甲４４９－１
高松市兵庫町１－１４
高松市兵庫町８－１日本生命兵庫町ﾋﾞﾙ1F
高松市牟礼町牟礼１０１８
高松市牟礼町牟礼２１２７－１

電話番号
087-861-6090
087-841-9472
087-818-0188
087-841-9642
087-841-6263
087-843-5000
087-851-2022
087-881-2726
087-847-6253
087-847-6137
087-821-7046
087-831-6529
087-833-7474
087-834-0783
087-881-6335
087-881-5000
087-881-2308
087-842-8000
087-879-5538
087-888-0707
087-885-1595
087-841-9329
087-841-9875
087-874-1185
0878-74-6855
087-874-3500
087-866-8325
087-831-8224
087-889-2382
087-864-6152
087-831-7776
087-804-0197
087-867-6768
0878-33-9955
087-849-1155
087-848-5688
087-848-0156
087-848-0312
087-821-7374
087-821-2150
087-837-0363
087-815-1727
087-865-5084
087-867-1640
087-865-3461
087-821-8530
0878-65-6422
087-847-4935
087-847-9267
087-849-0256
087-834-7700
087-831-0374
087-831-4043
087-821-4293
087-831-8366
087-866-9543
087-826-4111
087-821-6564
087-888-1722
087-821-6025
087-804-0161
087-845-5535
087-845-2614

店名
サイクルマシーン浜野
サイクルボックス カマダ
日之本商会
伸和オートサイクル
河村自転車店
㈲筒井商会
イオンバイク 坂出店
東山輪業
山下オート商会
多田輪業商会
二場自転車店
下川サイクル
髙木自転車店
富永自転車商会
橋本バイクショップ
㈲白潟商会
㈲大西商会
高田モータース
ビークルハウス ツツミ
㈲財田モータース
横田タイヤサイクル
片木自転車店
サイクル高橋
藤原車輌
㈲三宅モータース
瀬山自転車店
㈲倉本
詫間自転車店
十鳥自転車店
金丸自動車商会
ＤＣＭダイキ 三豊店
西讃モータース
㈲塩田輪業商会
サイクルショップＴＡＫＡＧＩ
㈲サキヤマモータース
㈲中川サービス
福屋自転車店
坂出自転車店
㈲宮山モータース
Ｒ．Ｓ．吉田商会
石井サイクル
ＤＣＭダイキ 小豆島店
まなべサイクル
㈲善通寺ホンダ
ＤＣＭダイキ 善通寺店
はただサイクル
山本モータース
かたべサイクル
大山自転車商会
サイクルショップ ミヤモト
谷口サイクル
内海サイクル
ニューオート氏家
琴平輪業
石井サイクル
モーターサイクル山下
田中自転車店
サイクルショップ森
安部自転車店
有馬自転車店
大内自動車商会
山本輪業
穴吹輪業

住所
高松市牟礼町牟礼２４３２－４
高松市牟礼町牟礼２５３９－２
高松市木太町１６０４－６
高松市木太町１８１８－２
高松市木太町１８８４－１
高松市木太町６区３１０４－３
坂出市京町１－４－１８
坂出市元町４－３－７
坂出市江尻町１２７８－１１
坂出市川津町３５９１－１
坂出市白金町３－１０－１４
坂出市文京町１－２－６
坂出市文京町２－５－４１
坂出市本町２－５－１８
坂出市林田町２４０８－３
坂出市林田町３４６３－２
三豊市高瀬町下麻１４８４－８
三豊市高瀬町佐股甲２４９９－３
三豊市高瀬町新名７６５－２
三豊市財田町財田上１９０７
三豊市三野町大見甲１４９２－３
三豊市山本町財田西９８８－１
三豊市山本町大野１２５－１
三豊市山本町辻３７７４－４
三豊市仁尾町仁尾己３３８－１
三豊市仁尾町仁尾辛１２－６
三豊市仁尾町仁尾丁３４５
三豊市豊中町下高野１１５４－１
三豊市豊中町笠田笠岡３１５３
三豊市豊中町本山甲１８５－１
三豊市豊中町本山甲８７－１
三豊市詫間町松崎２７８０－１５
三豊市詫間町松崎８４０
三豊市詫間町詫間５７３－２
小豆郡小豆島町安田甲５０１－１５
小豆郡小豆島町西村甲１８１－１
小豆郡小豆島町池田８９２－１
小豆郡小豆島町池田９２１－２
小豆郡小豆島町苗羽甲１０３９－１
小豆郡土庄町甲８４２－１３
小豆郡土庄町渕崎甲２０１５－１
小豆郡土庄町渕崎字大高下１４４７－１
善通寺市金蔵寺町１２１１－２
善通寺市原田町９８８－３
善通寺市仙遊町１－１－１
善通寺市善通寺町１－１－７
善通寺市善通寺町７－４－１５
善通寺市中村町１５７４－４
善通寺市南町３－１７－２５
仲多度郡琴平町１８４
仲多度郡琴平町２２９
仲多度郡琴平町榎井７６－１
仲多度郡琴平町上櫛梨７８２－３
仲多度郡琴平町上櫛梨８４６－１
仲多度郡多度津町栄町１－５－６
仲多度郡多度津町青木４２６－１
東かがわ市引田２０９３－１
東かがわ市三本松７３５－１
東かがわ市松原１０２４－１
東かがわ市中筋２８０
東かがわ市中筋７番地
東かがわ市与田山９６６－１
木田郡三木町井戸４１４４－５

電話番号
087-845-9467
087-845-9195
087-888-2407
087-835-3688
087-861-9941
087-861-5174
0877-45-2111
0877-46-3372
0877-46-2680
0877-46-2546
0877-46-0558
0877-46-4728
0877-46-4330
0877-46-3470
0877-47-1872
0877-47-0730
0875-74-6283
0875-74-6335
0875-72-5662
0875-67-2648
0875-72-2721
0875-63-2045
0875-63-3206
0875-63-3746
0875-82-2446
0875-82-4584
0875-82-3121
0875-62-2639
0875-62-2429
0875-62-2468
0875-56-6100
0875-83-2478
0875-83-2324
0875-83-2347
0879-82-0313
0879-82-4937
0879-75-0976
0879-75-0504
0879-82-0846
0879-62-0423
0879-62-1866
0879-61-1211
0877-62-0596
0877-62-0919
0877-63-3935
0877-62-0433
0877-62-2457
0877-62-8816
087-762-0739
0877-75-2602
0877-75-2933
0877-75-3763
0877-73-2203
0877-75-2361
0877-32-5016
0877-33-3320
0879-33-2408
0879-25-3037
0879-25-4609
0879-25-3584
0879-25-3744
0879-27-2246
087-898-6501

店名
明石サイクル
安西自転車店
㈲富田自転車店
林自転車
ＤＣＭダイキ 三木店

住所
木田郡三木町下高岡１０３０－１
木田郡三木町下高岡９９４
木田郡三木町氷上２３２
木田郡三木町氷上３９０１－５
木田郡三木町氷上８９４

電話番号
087-880-4871
087-898-1363
087-898-0362
087-898-0414
087-898-5566

