自転車安全整備店（鹿児島県）
平成29年02月01日
店名
加藤モータース
竹原自転車商会
柳田モータース
フナクラオート
オートショップ宇都
中里自転車商会
田上モータース
大前モータース
山元商事㈲
イケダサイクルショップ
イオン 姶良店
オートサイクル吉村
じてんしゃのトミハラ 姶良店
三浦商会
大山モータース
㈲池田サイクル商会
モトショップ積
内山商事㈱
川元サイクル商会
上野サイクル商会
厚ヶ瀬自転車店
市来モータース
浪瀬モータース
田村自転車店
YOU SHOP 南国
福田自転車商会
じてんしゃのトミハラ 川内店
吉松自転車店
サイクル鬼塚
中園モータース
サイクルこだま
㈲バイクショップちしき
今村オートサイクル
上橋自転車商会
迫田輪業
尾辻サイクル
指宿自転車商会
上髙原輪業 ㈲
マルイワサイクル
㈱きたやま
高野サイクル
フロッグ サイクル
山元モーターサイクル
鹿屋サイクルショップ★GO
鮫島のりものセンター
じてんしゃのトミハラ 宇宿店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ N's CITY谷山店
鹿児島Fun Ride
イオン 鹿児島鴻池店
松久保自転車
じてんしゃのトミハラ 吉野店
藤田サイクルショップ
吉野サイクルショップ
中郡サイクルショップ
サイクルショップ茶輪子
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 騎射場店
じてんしゃのトミハラ 鹿大前店
坂之上サイクルステｲション

住所
いちき串木野市栄町１５４
いちき串木野市元町８６
いちき串木野市春日町２０１
いちき串木野市昭和通１１２
いちき串木野市照島４９４６－２６
いちき串木野市湊町１－４１７
阿久根市鶴見町４－１
阿久根市波留５８８－１４
姶良市加治木町錦江町２０
姶良市蒲生町上久徳２５３７
姶良市西餠田２６４－１
姶良市東餠田２３２５－１
姶良市東餠田２５０１
伊佐市大口山野５２７６－１
奄美市笠利町里４５８－３
奄美市名瀬伊津部町２０－５
奄美市名瀬浦上町１－１
奄美市名瀬永田町７－３
奄美市名瀬港町３－２
奄美市名瀬石橋町１－４０
肝属郡錦江町城元１０５
肝属郡錦江町田代麓４７９－２
肝属郡南大隅町根占川南３２４４
熊毛郡屋久町宮之浦３９－３
熊毛郡屋久島町安房４１０－１６２
薩摩郡さつま町虎居町２－５
薩摩川内市御陵下町２－４９
薩摩川内市山之口町５０２９－１
薩摩川内市西向田町１７－３
薩摩川内市西向田町８－８
薩摩川内市東向田町３－９
薩摩川内市平佐町３７３４－２２
志布志市志布志町安楽１２３
志布志市有明町野神２６６４
指宿市岩本３０１９
指宿市十町２４７１
指宿市湯之浜１－１４－７
指宿市湊１－１２－３２
鹿屋市寿５－１０－１１
鹿屋市寿８－１－３８
鹿屋市上野町４８６６－４６
鹿屋市川西町２４９４－１４
鹿屋市川西町４４５９－１
鹿屋市川西町４８５７－５
鹿児島市伊敷８－３－６５
鹿児島市宇宿３－１５－１８
鹿児島市卸本町５－３５N’sCITY2階
鹿児島市加治屋町３－１３-1F
鹿児島市鴨池２－２６－３０
鹿児島市喜入町７０１０
鹿児島市吉野町２３８１－３４
鹿児島市吉野町３２１６
鹿児島市吉野町３３２２－３２
鹿児島市郡元２－７－１
鹿児島市荒田２－２５－１２
鹿児島市荒田２－３９－７
鹿児島市荒田８－１５－１０２
鹿児島市坂之上４－２４－５１

電話番号
0996-32-3811
0996-32-2514
0996-33-0658
0996-32-1380
0996-32-2032
0996-36-2119
0996-72-1360
0996-72-2472
0995-62-2551
0995-52-0018
070-5073-3921
0995-65-2204
0995-65-7739
0995-22-7267
0997-63-0126
0997-53-5311
0997-52-7299
0997-52-0211
0997-52-0465
0997-52-3087
09942-2-0098
09942-5-3066
0994-24-2519
0997-42-1097
0997-46-2705
0996-53-0374
0996-22-6621
0996-22-5876
0996-22-2828
0996-22-3528
0996-23-2233
0996-22-2817
099-473-0865
0994-75-0439
0993-25-2007
0993-22-3614
0993-22-4083
0993-22-3972
0994-42-2510
0994-43-3505
0994-44-8073
0994-45-5833
0994-42-4741
0994-44-4939
099-220-2340
099-252-8521
099-263-1522
099-223-5468
099-256-2111
099-345-0648
099-243-5200
099-243-0116
099-243-8985
099-254-5228
099-259-8768
099-214-4074
099-255-5554
099-263-0011

店名
ナガイサイクル
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカイト 新栄店
サイクルオートいしき
じてんしゃ修理屋トミ
赤﨑商会
じてんしゃのトミハラ いづろ店
じてんしゃのトミハラ 谷山中央店
イオン 鹿児島中央店
ビックカメラ 鹿児島中央駅店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰきたやま 東開店
イオン 鹿児島店
KOGU 鹿児島店
じてんしゃのトミハラ 中山店
アストライドモーターサイクル
じてんしゃのトミハラ 本店
㈲福盛モータース
古川自転車商会
覚堂自転車商会
久保輪業
サイクルショップ竹林
白川自転車商会
安田自転車商会
佐藤モータース
㈲イトウ二輪部
大隅輪業
内正自転車商会
本村サイクル
吉元三郎モータース
オートショップ クマモト
森モータース
知名ホンダ販売
三原モータース
石田商会
植田モータース
益田モータース
南国モータース
与論ホンダ販売
谷山モータース
山口商会
㈲オートショップ ナカノ
上村モータース
じてんしゃやポンテ
志々目モータース
シモイデ モータース
アリマサイクル
㈲ホンダ・ウイング永田
今堀自転車商会
中村自転車商会
湯之元モータース自転車商会
㈲山下モータース
バイクショップ南谷
山下モータース
六郎サイクル
モーターサイクル尾辻
㈲瀬戸口近代車商会
A-Z はやと
坂本自転車商会
川添自転車商会

住所
鹿児島市坂之上６－６－８
鹿児島市新栄町９－１
鹿児島市西伊敷７－１１－１０
鹿児島市西田２－１８－２
鹿児島市西陵４－２２－３
鹿児島市大黒町３－１９
鹿児島市谷山中央５－９－１７
鹿児島市中央町１０
鹿児島市中央町１－１
鹿児島市東開町５－８
鹿児島市東開町７
鹿児島市東谷山５－２７－５
鹿児島市東谷山６－３８－１０
鹿児島市平川町６０２４－６
鹿児島市平之町８－１
鹿児島市和田１－２０－３
出水市下鯖町４６６
出水市下鯖町５１４
出水市五万石町３９３
出水市昭和町１０－２５
出水市福ノ江町１１４６
出水市本町１５－３８
出水市緑町６－７
西之表市西之表１４４０８
曽於郡大崎町仮宿１７７４－７
曽於郡大崎町菱田２４８３－１
曽於市大隅町月野２８３３－１
曽於市末吉町諏訪方８６７０
曽於市末吉町二之方１９６３－４
大島郡伊仙町伊仙２６６８－５
大島郡知名町瀬利覚２１９２
大島郡天城町浅間６８１
大島郡徳之島町亀津２９８５
大島郡徳之島町亀津７５０６
大島郡徳之島町母間８９９３－１２
大島郡与論町茶花２５３－１
大島郡与論町麦屋４８－７
大島郡和泊町和泊１－２
南さつま市加世田地頭所７４２
南さつま市加世田武田１５３５８
南さつま市加世田本町５－１８
南さつま市加世田本町７－１０
南九州市知覧町郡６２１６
南九州市知覧町西元５５９０
日置市伊集院町郡１７９７－２６
日置市伊集院町猪鹿倉１－２－１０
日置市吹上町中原２９８８
日置市東市来町長里２２１０－７
日置市東市来町湯田３４０４
日置市日吉町吉利９９７－１
枕崎市新町２３０
枕崎市千代田町１０７
霧島市国分中央３－３３－１５－１
霧島市国分湊４７８－１
霧島市中央５－３－１７
霧島市隼人町真孝３６７７
霧島市隼人町東郷９９０
霧島市隼人町内１４９７－６

電話番号
099-262-1968
099-251-0222
0992-29-2362
090-4359-9292
099-281-9400
099-226-1050
099-268-7764
099-206-4711
099-814-1111
099-268-2200
099-263-1800
099-210-1110
099-266-3432
099-203-0325
099-226-0430
099-267-2235
0996-67-1170
0996-67-0059
0996-62-1377
0996-62-1878
0996-67-0949
0996-62-0923
0996-62-2585
0997-22-0222
099-476-0225
0994-77-0543
099-482-1986
0986-76-0203
0986-76-1633
0997-86-2257
0997-93-2254
0997-85-4090
0997-82-0143
0997-82-0216
0997-84-0027
0997-97-2141
0997-97-3633
0997-92-0180
0993-52-7521
0993-52-3254
0993-53-4271
0993-52-4054
0993-83-2301
0993-84-0752
099-273-0899
099-272-2458
099-296-2535
099-274-2236
099-274-2978
099-292-3232
0993-72-0012
0993-72-0668
0995-45-0888
0995-47-0755
0995-45-0558
0995-56-5200
0995-42-0266
0995-42-0183

