自転車安全整備店（神奈川県）
平成29年02月01日
店名
サイクルランド ハラダ
永瀬商会
ハンディﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 綾瀬店
㈲ドンキー
近藤商会
鈴木モーターサイクル
川田商会
カゴヤ輪業
イオン 伊勢原店
サイクルショップ ショーワ
ヨネタ輪店
杉山自転車店
イオン 久里浜店
㈲名島輪業
黒川サイクル
根岸輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 横須賀店
㈲オートショップ泉
湘南フジサイクル販売㈱
影山輪業
島田サイクル
大津サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 横須賀大矢部店
(資)亀井輪業
サイクル・オート鈴木
島倉サイクル
コジマ×ビックカメラ 横須賀店
森輪業
横須賀輪業㈲
イオン 横須賀店
福本サイクル
福島輪業
サイクルオリンピック 今宿店
サイクルショップこじま
丸富オート販売㈱ 環２市沢店
丸富オート販売㈱ 白根店
㈲守屋モータース
㈲白根サイクル
㈲サガミサイクルセンター
ライトライダー
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 二俣川店
丸富オート販売㈱
磯子モーターサイクル
サイクルショップなかざわ
朝倉自転車修理店
㈲ヤナギダ
平田サイクル
内田自転車商会
㈲豊島商店
サイクルオリンピック 洋光台店
㈲サイトー
㈲関 輪業
坂上自転車販売
ハマサイクル
㈲深野自転車店
㈲三井サイクル
㈲相澤自転車商会
木下サイクルスポ－ツ

住所
愛甲郡愛川町春日台１－１－１６
綾瀬市上土棚中１－５－２４
綾瀬市深谷１７７７
伊勢原市伊勢原３－３－３ﾗﾋﾟｭﾀ1F
伊勢原市下糟屋２３４１
伊勢原市桜台１－２２－２７
伊勢原市石田８２０－１２
伊勢原市東大竹７２３
伊勢原市白根６３０－１
横須賀市 金谷１－１－５
横須賀市 田浦町２－５
横須賀市安浦町３－２６
横須賀市久里浜５－１３－１
横須賀市久里浜８－５－４
横須賀市公郷町３－１０２－１６
横須賀市根岸町５－１－１
横須賀市三春町１－１－２８
横須賀市三春町６－８６
横須賀市上町３－８
横須賀市上町３－８
横須賀市太田和１－１－７
横須賀市大津町２－１－１１
横須賀市大矢部３－１２－１５
横須賀市追浜町２－１
横須賀市追浜本町１－８
横須賀市二葉２－４０－３
横須賀市日の出町３－１６－１
横須賀市武３－１８－１４
横須賀市米が浜通１－１
横須賀市本町２－１－１２
横須賀市野比１－１９－４
横須賀市野比２－２９－３５
横浜市旭区今宿東町１６５８今宿ﾓｰﾙｻｲド5
横浜市旭区今宿東町８０７
横浜市旭区市沢町５５９
横浜市旭区上白根３－３３－１５
横浜市旭区上白根町８３８
横浜市旭区中白根２－５－２７
横浜市旭区東希望ケ丘２４２－１
横浜市旭区二俣川２－６７
横浜市旭区本村町３１－３
横浜市旭区本村町３６
横浜市磯子区磯子２－５－１４
横浜市磯子区丸山２－１５－５
横浜市磯子区久木町１－１６
横浜市磯子区栗木町２－３８－３
横浜市磯子区森２－１３－１０
横浜市磯子区西町８－１８
横浜市磯子区滝頭２－３７－１７
横浜市磯子区洋光台５－１－９
横浜市栄区笠間１－４－３２ １F
横浜市栄区桂町６７９
横浜市栄区犬山町４８－１１
横浜市栄区元大橋１－３５－２
横浜市金沢区寺前１－８－２
横浜市金沢区洲崎町１５－２７
横浜市金沢区瀬戸１６－８
横浜市金沢区谷津町１４８

電話番号
046-285-5601
0467-78-2964
0467-79-5777
0463-95-3841
0463-95-0302
046-395-2310
0463-95-3787
0463-95-4168
0463-92-1213
0468-51-1880
0468-61-4691
046-822-3578
046-838-5200
046-835-1053
046-853-3005
046-874-4849
046-828-3626
046-853-0840
046-824-3535
046-822-0238
046-856-2426
046-836-8523
046-838-5367
0468-65-2327
046-865-2627
046-842-2837
046-828-3500
046-856-4809
046-822-2303
046-827-4711
046-849-1257
046-848-1738
045-958-3015
045-951-0548
045-355-5322
045-954-1110
045-953-4684
045-953-1560
045-364-3733
045-365-5311
045-360-1201
045-365-2256
045-761-1127
045-751-3472
045-751-2115
045-772-2163
045-751-5615
045-751-5173
045-751-2657
045-835-1211
045-892-3795
045-892-6667
045-891-1898
045-891-9480
045-701-9302
045-701-9240
045-701-9075
045-701-6013

店名
上田サイクル
イオン 金沢八景店
㈱横浜山田商会 能見台店
イオン 金沢シーサイド店
bikes puppy
穂坂輪業
イオン 戸塚店
㈲ヤノハラサイクル
㈲鈴木商会
Cycle Garage AKB
㈲江尻輪業 戸塚東口店
サイクルオリンピック 東戸塚店
イオン 東戸塚店
丸富オート販売㈱ 戸塚店
YOU SHOP マルヤス港南
トップサイクルズ フルヤ
ダイエー 港南台店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 港南台北店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 港南台店
笠原モータース
イトーヨーカドー 上大岡店
㈱横浜山田商会 野庭営業所
㈲安山ストアー
サイクルスポット 綱島店
サイクルオリンピック 綱島店
㈲ヤマモトサイクル
バイシクルセオ トレッサ横浜店
サイクルセンター モロオカ
㈲田嶋商会
㈲西山サイクル
ビックカメラ 新横浜店
イオンバイク 横浜新吉田店
バイシクルショップ ビショップ
㈲金子サイクル
サイクルオリンピック 綱島樽町店
スポーク 日吉店
りんりん自転車館 新横浜店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 日吉店
丸富オート販売 新横浜店
㈲神﨑モータース
乾自転車店
浅井輪業
徳永輪業
サイクルショップ森田
イオン 東神奈川店
伊奈サイクル
丸富オート販売㈱ 神奈川店
小野サイクル商会
丸富オート販売㈱
サイクル工房ミサワ
サイクルスポット猪野
スポーク 瀬谷店
ダイエー 三ッ境店
DCMホーマック 瀬谷店
サクラ自転車 横浜みなとみらい店
セキチュー 横浜みなとみらい店
㈲髙須兄弟商会
ダイエー 横浜西口店
㈲サイクルショップ ノグチ
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ横浜
ステップガレージ
DAIWA CYCLE 青葉店
㈲志村輪業

住所
横浜市金沢区町屋町２０－１６
横浜市金沢区泥亀１－２７－１
横浜市金沢区能見台通２１－１９
横浜市金沢区並木２－１３－１
横浜市金沢区六浦２－２－１１ﾃｨｴﾗ金沢八景102
横浜市金沢区六浦南２－２－１１
横浜市戸塚区吉田町８８４
横浜市戸塚区戸塚町４７４
横浜市戸塚区戸塚町４９１５－３ﾊﾟｳﾌﾟﾘﾝﾄ
横浜市戸塚区秋葉町５５３－６
横浜市戸塚区上倉田町６０１－６
横浜市戸塚区前田町５０３－１翠峯五番館1F
横浜市戸塚区品濃町５３５－１
横浜市戸塚区平戸町２１０－１
横浜市港南区丸山台２－１２－１０
横浜市港南区芹が谷４－１－１８
横浜市港南区港南台３－１－２
横浜市港南区港南台４－２３－２７
横浜市港南区港南台７－４２－３０
横浜市港南区上大岡西３－１－２０
横浜市港南区上大岡西３－９－１
横浜市港南区野庭町６１１
横浜市港北区菊名７－１－７
横浜市港北区綱島西２－１１－２４
横浜市港北区綱島西２－５－１３綱島ﾆｯｸﾊｲﾑ綱島第7

横浜市港北区綱島西６－２１－１０
横浜市港北区師岡町７００南棟1F
横浜市港北区師岡町９０７－１
横浜市港北区小机町２５３０
横浜市港北区新羽町３５６３
横浜市港北区新横浜２－１００－４５
横浜市港北区新吉田東８－４９－１
横浜市港北区大倉山５－２５－１２
横浜市港北区樽町２－９－５
横浜市港北区樽町３－１２－２６正松ﾋﾞﾙ
横浜市港北区日吉本町４－７－３０
横浜市港北区北新横浜１－３－１６ｴｽﾎﾟｯﾄ内2F
横浜市港北区箕輪町２－５－１３
横浜市神奈川区羽沢町９９１－１
横浜市神奈川区七島町１２７
横浜市神奈川区神之木町９－７
横浜市神奈川区西神奈川１－１０－５
横浜市神奈川区白幡仲町３４－５１
横浜市神奈川区白幡南町３１－７
横浜市神奈川区富家町１
横浜市神奈川区平川町１－６
横浜市神奈川区六角橋１－１６－８
横浜市神奈川区六角橋５－２－４
横浜市神奈川区六角橋６－１－２２
横浜市神奈川区六角橋６－２９－２７
横浜市瀬谷区宮沢２－４－１８
横浜市瀬谷区橋戸２－４－５
横浜市瀬谷区三ツ境７－１
横浜市瀬谷区北新２５－１
横浜市西区みなとみらい３－５－１MARK IS みなとみらいG階MB102区画

横浜市西区みなとみらい４－２
横浜市西区戸部町７－２１８
横浜市西区南幸２－１６－１
横浜市西区浜松町２－３３
横浜市西区北幸１－２－７
横浜市青葉区あかね台２－２５－２８第21ｱｰｸｻｲﾄﾞ

横浜市青葉区たちばな台２－７－７
横浜市青葉区荏田町５６６－８

電話番号
045-781-8342
045-788-0055
045-782-4740
045-784-0005
045-78-3871
045-701-7776
045-881-1261
045-871-1991
045-881-3151
045-568-1970
045-871-3195
045-828-3027
045-826-4147
045-823-4855
045-843-8014
045-822-1195
045-832-1361
045-836-1088
045-836-2814
045-842-0605
045-841-1010
045-844-5300
045-433-7446
045-540-6257
045-547-1105
045-541-1754
045-534-2394
045-541-1240
045-471-9102
045-592-3952
045-478-1111
045-548-2069
045-834-7410
045-531-0546
045-534-0260
045-560-6650
045-544-1155
045-566-7075
045-370-3611
045-421-0450
045-421-5596
045-321-2596
045-421-0733
045-401-1459
045-434-2121
045-491-2793
045-421-7752
045-491-5946
045-432-7717
045-491-8569
045-302-4399
045-306-2320
045-364-0511
045-300-6330
045-305-6543
045-228-0411
045-322-6190
045-312-1333
045-231-8506
045-313-1010
045-985-1021
045-960-5778
045-911-6185

店名
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ あざみ野店
you SHOP レインボー
蕪木輪業
フラワーサイクル
恩田モータース
ル･サイク たまプラーザ電動館
石田サイクル
イトーヨーカドー 立場店
㈲平澤輪業
仲村サイクル
イオンバイク 緑園都市店
㈲モリモトサイクル
カインズ 横浜いずみ野店
サイクルスポット 横浜ｲｾｻﾞｷﾓｰﾙ店
野口サイクル
熊倉自転車店
㈲平本自転車店
グリーンサイクルステーション
㈲山手輪業社
㈲根津輪業
㈲谷内サイクル商会
㈲谷内自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 本牧店
ル･サイク ベイタウン本牧店
イオンバイク 本牧店
㈲金子自転車店
じてんしゃ１０２かわもと
㈲岩本商店
坂口自転車店
イオン 駒岡店
八木下サイクル
㈲サワト商会
サイクルスポット ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ鶴見店
サイクルオリンピック 鶴見中央店
サイクルセンター石川
クリーンウォーター ファクトリー
(資)塚目商店
渡辺サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 港北電動ｱｼｽﾄ館
ASSIST YOKOHAMA
中村輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 港北富士見ヶ丘店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ センター南店
サイクル ランド スポーク
ＤＣＭくろがねや ノースポート横浜店
イオンバイク 港北センター店
加藤輪業
小泉自転車店
㈲広川商会
江南自動車販売㈱
㈲オガワ屋サイクル
スキガラサイクル
サイクルショップ サカモト
荒井自転車商会
きくやサイクルショップ
みどりやモータース
カドワキ サイクル
馬場自転車店
髙野輪業
イトーヨーカドー 横浜別所店
ダイシャリン横浜・六ッ川店
ブルーウィート サイクル
中村商会

住所
横浜市青葉区元石川町５４２２－４
横浜市青葉区桜台２６－３４
横浜市青葉区市ケ尾町１７３４
横浜市青葉区新石川１－３８－１-107号
横浜市青葉区田奈町５１－９
横浜市青葉区美しが丘５－１－４９
横浜市泉区岡津町１７１０－３
横浜市泉区中田西１－１－１５
横浜市泉区中田東１－３６－１
横浜市泉区中田南３－７－３
横浜市泉区緑園５－３０－１
横浜市泉区和泉が丘１－２０－２５
横浜市泉区和泉町６２１４－１
横浜市中区伊勢佐木町４－１１２
横浜市中区花咲町１－４８
横浜市中区山下町１０３
横浜市中区山下町１４５
横浜市中区山下町２４－８ｼﾃｨｺｰﾄ山下公園1F
横浜市中区山元町２－９６
横浜市中区曙町３－３２
横浜市中区小港町３－１７６
横浜市中区本郷町２－５６
横浜市中区本牧原１－１
横浜市中区本牧原１２－１ﾍﾞｲﾀｳﾝ本牧5番街1階
横浜市中区本牧原８－１ｲｵﾝ本牧店3番街1F
横浜市中区本牧三之谷１０－６
横浜市中区野毛町２－１０２
横浜市鶴見区寛政町１９－１０
横浜市鶴見区岸谷１－１７－８
横浜市鶴見区駒岡５－６－１
横浜市鶴見区生麦４－１９－１４
横浜市鶴見区仲通２－６８－１
横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０
横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－１６
横浜市鶴見区東寺尾北台４－７
横浜市鶴見区北寺尾５－８－１４
横浜市鶴見区本町通３－１６５－１２
横浜市鶴見区矢向２－１３－１５
横浜市都筑区荏田南１－１－９２
横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１港北東急S.C.1F
横浜市都筑区勝田町１２２４
横浜市都筑区大丸８－４
横浜市都筑区大棚町３００１－１
横浜市都筑区中川１－２９
横浜市都筑区中川中央１－２５－１ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ内
横浜市都筑区中川中央２－２－１
横浜市都筑区東山田町１６１０－２
横浜市都筑区南山田町４００４
横浜市南区永田東３－７－１
横浜市南区宮元町２－３５
横浜市南区高砂町１－２
横浜市南区前里町４－９６
横浜市南区中島町４－６８
横浜市南区中里１－１２－１８
横浜市南区東蒔田町１９－６
横浜市南区南吉田町１－１３
横浜市南区南太田４－３－１０
横浜市南区二葉町１－１６
横浜市南区白妙町３－４０
横浜市南区別所１－１４－１
横浜市南区六ツ川１－２９９－１
横浜市保土ケ谷区岩間町２－１６７
横浜市保土ヶ谷区今井町５８７－２

電話番号
045-909-0685
045-981-9070
045-971-4056
045-913-0700
045-981-6596
045-532-3616
045-811-4306
045-805-2111
045-802-2735
045-802-5004
045-811-8929
045-802-6335
045-802-1222
045-232-9533
045-231-6905
045-681-3505
045-681-7781
045-663-6263
045-641-4139
045-251-1653
045-621-5093
045-622-8238
045-629-5212
045-628-6756
045-625-3485
045-621-0280
045-231-3893
045-501-8562
045-581-0661
045-585-7000
045-521-6379
045-501-2870
045-500-5230
045-508-1718
045-572-3255
045-520-3755
045-501-3141
045-581-0036
045-947-1788
045-944-5014
045-944-4050
045-947-1785
045-590-2090
045-910-6201
045-914-4713
045-593-6678
045-591-5424
045-591-5316
045-731-4479
045-715-9001
045-251-6471
045-231-0762
045-713-1918
045-731-5542
045-731-1709
045-261-6827
045-731-5193
045-251-4038
045-251-4366
045-743-3111
045-315-6011
045-331-2626
045-353-2467

店名
イオンバイク 天王町店
㈲渡辺輪業
㈲カモイサイクル
㈱ミズモト
サイクル＆バイクかとう
ダイシャリン 中山駅前店
スズキサイクル
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 長津田店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 長津田店
重田商会
オート･サイクル ムトウ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 海老名店
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｯﾄ&ﾙ･ｻｲｸ 丸井海老名店
イオンバイク 海老名店
グルメシティ 海老名店
㈲服部輪業
サイクルショップ サカイ
平戸輪業店
加藤サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鎌倉手広店
セオサイクル 大船店
イトーヨーカドー 大船店
黒川輪業
最来る館
イオンバイク 茅ヶ崎店
イオンバイク 茅ヶ崎中央店
ちゃりんこや
久米自転車商会
㈱コジマサイクル
㈲坪田輪業
ニュータウンサイクルごとう
㈲足立モータース
サイクルショップ カセダ
㈲ホンダウイング公田
セオサイクル 茅ヶ崎店
湘南スズキサイクル
田中自転車店
大和サイクル
エバーサイクル㈱
山本自転車店
㈲モリサイクル 茅ヶ崎店
ふかせサイクル
タカラベサイクル
サガミサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 茅ヶ崎店
チガサキサイクル
竹中サイクル
愛甲サイクル
平野サイクル
小菅サイクルセンター
㈲ヒラノ商会
ヒロサイクル
㈲関戸自転車商会
井上輪業㈲
杉山サイクル
ホームストア ヤマシタ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 厚木店
イオン 厚木店
㈲ユーショップ モリクボ
ニシハラ ジテンシャテン
サイクルショップ イトウ商会
ちゃりんこや北村サイクル
福光サイクル

住所
横浜市保土ケ谷区川辺町３
横浜市保土ケ谷区仏向町１２１
横浜市緑区鴨居４－１４－２７
横浜市緑区十日市場町８５２－７
横浜市緑区中山町２１８
横浜市緑区中山町３０１－１２
横浜市緑区中山町３２１－３
横浜市緑区長津田みなみ台４－６－１
横浜市緑区長津田みなみ台５－６－１
海老名市河原口２－１８－５
海老名市国分南２－９－３８
海老名市扇町１１－２
海老名市中央１－６－１
海老名市中央２－４－１
海老名市中央３－２－５
海老名市門沢橋２－１－１
鎌倉市極楽寺３－７－９
鎌倉市腰越３－１４－３
鎌倉市手広１－１６－１９
鎌倉市手広３－１４－１４
鎌倉市大船４－１８－６
鎌倉市大船６－１－１
鎌倉市二階堂９１０
茅ヶ崎市円蔵１３８７
茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１
茅ヶ崎市茅ケ崎３－５－１６
茅ヶ崎市茅ケ崎８４４
茅ヶ崎市共恵１－１６－３
茅ヶ崎市幸町１－１３
茅ヶ崎市香川５－２－２７
茅ヶ崎市高田４－４－３１
茅ヶ崎市松林１－２－３
茅ヶ崎市松浪１－１－３
茅ヶ崎市赤羽根３４０－１１
茅ヶ崎市東海岸北１－６－１４
茅ヶ崎市東海岸北２－１４－２８
茅ヶ崎市東海岸北２－３－３２
茅ヶ崎市東海岸北５－１５－６３
茅ヶ崎市東海岸北５－１５－６３
茅ヶ崎市南湖３－４－３７
茅ヶ崎市南湖４－９－４０
茅ヶ崎市南湖５－１７－５２
茅ヶ崎市萩園２３３３
茅ヶ崎市本宿町１２－１７
茅ヶ崎市矢畑１４３８－１
茅ヶ崎市矢畑６９９－１３
茅ヶ崎市柳島２－１０－１１
厚木市愛甲２－１４－１４
厚木市恩名３－６－８
厚木市戸田２５２７－２
厚木市幸町９－５
厚木市妻田西１－２１－１８
厚木市寿町２－１－１
厚木市寿町３－１－１
厚木市小野１０５５
厚木市上依知１３６６－１
厚木市水引２－６－３８
厚木市中町１－５－１０
厚木市飯山６０４
厚木市緑ケ丘１－３－９
高座郡寒川町一之宮９－１－５
高座郡寒川町岡田３－８－２３
高座郡寒川町宮山３９２５

電話番号
045-279-5780
045-333-6116
045-932-6656
045-982-1898
045-931-1164
045-508-9280
045-932-9598
045-988-6311
045-989-0980
046-231-2427
046-231-3068
046-292-1050
046-204-8573
046-231-2121
046-233-7500
046-238-0289
0467-23-0640
0467-32-1123
0467-32-2858
0467-38-0817
0467-48-2601
0467-47-5211
0467-22-2014
0467-52-0741
0467-88-3131
0467-82-6148
0467-52-7971
0467-82-2409
0467-82-2227
0467-57-7816
0467-52-5523
0467-51-3326
0467-83-2293
0467-52-7188
0467-50-0872
0467-82-8720
0467-82-4362
0467-87-1629
0467-81-3254
0467-82-3586
0467-82-3776
0467-85-3375
0467-85-0758
0467-51-4623
0467-84-6247
0467-85-6760
0467-85-3618
046-247-2932
046-221-7228
046-228-2549
046-228-0264
046-223-9590
046-221-0418
046-221-0733
046-247-0037
046-245-0456
046-297-7586
046-223-5311
046-241-1248
046-224-6670
0467-75-3254
0467-75-1730
0467-75-7879

店名
ワキオートショップ
ダイシャリン さがみ野店
㈲皆川商会
ひばりケ丘サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 座間店
サイクル松村
ナカイサイクル
サイクルショップ ムラオカ
高橋輪業
㈲矢島自転車店
㈲八ツ星モータース
㈲サイクルショップ三井
㈱鈴作商店
大川輪業
松村サイクル
スズキサイクル
カワシマサイクル
㈲遠藤商会
星野モーターサイクル
コスナサイクル
りんりん自転車館 小田原店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 小田原店
星野サイクル
鈴木農機サイクル
木村二輪センター
鈴一輪業
野地サイクル商会
サイクルショップ コシミズ
古木サイクル
オートサイクルZEKE
桑田愛輪店
ORANGE HEAD
ダイエー グルメシティ大根店
イオンバイク 秦野店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 秦野平沢店
杉本ホンダ
㈲島村自転車店
㈲ヒラコサイクル
DAIWA CYCLE 宮前店
㈲ヤマガミ
サイクルショップ タナベ
ダイシャリン 川崎平店
㈲野川輪業
サイクルオリンピック 川崎鹿島田店
タバタサイクル
DAIWA CYCLE 幸店
サイクランド ナカザワ
山田モータース
㈲山﨑サイクル
サトウサイクル
ビックカメラ ラゾーナ川崎店
キドコロサイクル
コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店
セオサイクル 溝ノ口店
イトーヨーカドー 溝ノ口店
㈲安立商会
猿渡輪業
スポーク 千年店
㈲金子商会
サイクルスポット 高津店
スロープショット
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川崎明津店
㈲カメダサイクルセンター

住所
高座郡寒川町倉見１０９０－６
座間市さがみ野１－３－７
座間市さがみ野３－２－２０
座間市ひばりケ丘２－４５－２５
座間市広野台１－１８－１
座間市相模が丘１－４０－１４
座間市相模が丘３－２－２２
座間市相模が丘４－２３－２１
三浦郡葉山町堀内９０９
三浦郡葉山町堀内９８８
三浦市三崎町諸磯３１８
小田原市鴨宮２７２－１１
小田原市穴部５２０－１
小田原市国府津３－２－１９
小田原市寿町２－２－１６
小田原市小八幡３－１５－１
小田原市成田６３－４
小田原市扇町１－２８－２８
小田原市扇町２－３－４
小田原市扇町４－７－３
小田原市前川１２０ｴｽﾎﾟｯﾄ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ内
小田原市前川２３０－１
小田原市曽我谷津６３４－８
小田原市早川８１
小田原市多古３４１
小田原市東町３－１０－１６
小田原市南町１－４－２３
小田原市板橋１５５
小田原市飯泉７８８
小田原市蓮正寺８４８－４
秦野市曲松１－１２－９
秦野市南矢名１８８９－１１
秦野市南矢名２－５－２０
秦野市入船町１２－１
秦野市平沢４９３－１
秦野市名古木１４８－３
逗子市逗子５－２－４２
逗子市逗子５－４－３４
川崎市宮前区宮前平１－６－１０
川崎市宮前区初山１－２４－３３
川崎市宮前区馬絹１７９１
川崎市宮前区平２－４－４０
川崎市宮前区野川５３６
川崎市幸区下平間２９０
川崎市幸区戸手３－８－４
川崎市幸区小倉５－５－１７
川崎市幸区中幸町３－１３
川崎市幸区塚越２－１６７
川崎市幸区南加瀬１－８－１
川崎市幸区南加瀬３－３１－２３
川崎市幸区堀川町７２－１
川崎市高津区下作延４－７－５
川崎市高津区梶ケ谷２－２－３
川崎市高津区久本１－７－３ｸﾞﾗﾝﾒｰﾙ溝の口1F
川崎市高津区久本３－６－２０
川崎市高津区溝ノ口２－２６－３
川崎市高津区溝ノ口４－１８－３２
川崎市高津区千年３０１－１
川崎市高津区千年５７４
川崎市高津区二子５－２－５
川崎市高津区北見方１－１６－３８ﾌﾟﾙﾒﾘｱ1F
川崎市高津区明津２０２－３
川崎市川崎区貝塚１－３－１

電話番号
0467-75-2216
046-204-7030
046-256-3033
046-253-5328
046-298-5112
046-253-3253
046-255-6870
046-251-3157
046-875-2327
0468-75-0530
0468-81-3243
0465-47-3995
0465-35-3325
0465-47-2675
0465-34-6650
0465-47-2980
0465-36-0084
0465-34-7517
0465-34-5518
0465-35-3720
0465-46-7811
0465-46-1106
0465-42-0453
0465-22-5517
0465-34-6831
0465-34-6275
0465-22-4267
0465-22-6306
0465-47-3415
0465-36-3950
0463-88-7774
0463-63-3300
0463-77-7722
0463-85-2000
0463-85-5595
0463-81-6771
046-871-3083
046-873-5000
044-862-4338
044-977-0911
044-855-7575
044-863-7045
044-766-9072
044-533-0179
044-533-2951
044-580-3078
044-555-0732
044-522-2249
044-599-0321
044-588-3229
044-520-1111
044-866-3433
044-860-2411
044-870-3636
044-844-1711
044-822-2805
044-822-3441
044-750-1811
044-766-5173
044-829-1567
044-811-3935
044-741-3446
044-233-2379

店名
石川サイクル
イトーヨーカドー 川崎港町店
㈲斉藤自転車店
ウスイ輪業
サイクルショップ横山
イトーヨーカドー 川崎店
㈱奉仕舎ビル
岩本輪業
㈲サイクルショップたしろ
あめや輪店
イトウサイクル
のもとサイクル
㈲広瀬サイクル
㈲カメダｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 八丁畷店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川崎池田店
セオサイクル 川崎店
大竹自転車店
そぶおか輪業商会
籠谷輪業 渡田六ッ角店
サイクルスポット 川崎店
山一サイクル
サイクランド カゴヤ
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ川崎ﾙﾌﾛﾝ
みのわサイクル
DAIWA CYCLE 川崎多摩店
サイクランド コジマ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川崎生田店
イワムラ サイクル
自転車屋ＰＯＰ
サイクルスポット 向ヶ丘遊園店
石井輪業
ダイエー 向ヶ丘店
ゴトウサイクル
セオサイクル 元住吉店
サイクルショップ ゴトウ
村山輪業
㈲サイクルセンター関
セオサイクル 武蔵小杉店
田辺自転車商会
サイクルスポット ｺﾝﾊﾟｸﾄ武蔵小杉店
西山輪業
浅沼商会
イトーヨーカドー 武蔵小杉店
㈲染谷輪業
サイクルショップ ナカハラ
タナベ輪業
小島輪業
和田輪業
バイシクルショップ ピノ
イトーヨーカドー GT武蔵小杉店
セオサイクル 新城店
カシマサイクル
㈲矢沢オートサイクル
㈲サイクルピア もとすみ
サイクルスポット 元住吉店
サイクルM
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新百合ヶ丘店
ｺｼﾞﾏ×ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 相模原店
細谷サイクル
DAIWA CYCLE 相模原店
コマチモーターサイクル
イオンバイク 相模原中央店
せきどサイクル

住所
川崎市川崎区観音１－１３－１
川崎市川崎区港町１２－１
川崎市川崎区鋼管通１－１８－１
川崎市川崎区四谷上町１５－２
川崎市川崎区出来野６－２１
川崎市川崎区小田栄２－２－１
川崎市川崎区新川通４－１２－１０１
川崎市川崎区浅田２－１２－１３
川崎市川崎区浅田２－９－６
川崎市川崎区大師町１３－１１
川崎市川崎区大島２－６－１
川崎市川崎区大島３－１８－２
川崎市川崎区大島３－３５－９
川崎市川崎区池田１－１７－１
川崎市川崎区池田２－４－１
川崎市川崎区中島２－１－１９
川崎市川崎区渡田向町２９－１５
川崎市川崎区渡田新町２－５－１０
川崎市川崎区渡田東町１４－５
川崎市川崎区東田町８ﾊﾟﾚｰﾙ川崎101
川崎市川崎区東門前３－１１－１７
川崎市川崎区藤崎４－１７－１９
川崎市川崎区日進町１－１１
川崎市多摩区宿河原３－１１－１５
川崎市多摩区菅３－１２－４５
川崎市多摩区菅６－１－１２
川崎市多摩区生田１－８－２３
川崎市多摩区中野島１－１０－５ﾊｲﾂ石井
川崎市多摩区中野島２－７－１
川崎市多摩区登戸１７６３
川崎市多摩区登戸２１８８
川崎市多摩区登戸２７８９
川崎市中原区井田中ノ町２０－９
川崎市中原区井田中ノ町３３－３
川崎市中原区下小田中６－１－４
川崎市中原区苅宿１１－１
川崎市中原区宮内２－１０－８
川崎市中原区今井上町２０６-1F
川崎市中原区市ノ坪１３１－２０
川崎市中原区市ノ坪２２６－９
川崎市中原区小杉御殿町２－１７２
川崎市中原区小杉町３－２５２
川崎市中原区小杉町３－４２０
川崎市中原区上小田中３－２３－１９
川崎市中原区上小田中６－１６－８
川崎市中原区上小田中６－２３－３
川崎市中原区上小田中７－２０－１
川崎市中原区上平間１３４０
川崎市中原区新丸子町７２９ﾗﾌｨﾈｺｰﾄ101号
川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１
川崎市中原区新城１－１６－１２
川崎市中原区新城３－１６－１１
川崎市中原区新城中町７－２
川崎市中原区木月 １－２４－１０
川崎市中原区木月３－８－２１
川崎市麻生区白山４－１新ゆりｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ
川崎市麻生区片平１－６－８
相模原市中央区共和４－１８－１９
相模原市中央区高根２－１－１７
相模原市中央区鹿沼台２－６－１４
相模原市中央区小町通１－１－７
相模原市中央区小町通り１－１－１
相模原市中央区上溝３－１９－１４

電話番号
044-277-0421
044-246-7705
044-322-3975
044-266-7480
044-299-4589
044-366-4111
044-233-2687
044-322-4603
044-333-4657
044-266-1624
044-222-5120
044-288-1871
044-288-2917
044-233-0404
044-928-7040
044-223-1517
044-244-0048
044-333-6956
044-355-2106
044-230-1015
044-288-0081
044-233-6213
044-223-1010
044-911-4334
044-949-1128
044-944-4495
044-949-2045
044-946-4002
044-911-4882
044-930-1275
044-911-2628
044-922-5391
044-766-3233
044-789-8963
044-777-5775
044-422-0032
044-777-2506
044-738-0634
044-422-3716
044-431-3150
044-722-0022
044-722-3955
044-722-1011
044-766-4823
044-733-5088
044-722-5275
044-711-3824
044-522-8013
044-819-4507
044-422-3111
044-777-4415
044-766-6607
044-766-5928
044-434-5300
044-431-3556
044-987-6538
044-969-9379
042-786-2200
042-752-2346
042-704-6788
042-755-0310
042-754-8755
042-762-5103

店名
金沢商会
小林輪業商会
スワベサイクル
須藤モーターサイクル
中央輪業
サイクルショップひかりや
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 古淵店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 相模原店
サイクルショップ サンロード
北島自転車店
光屋サイクル
イオンバイク 相模原弥栄店
マルエスサイクル
大竹サイクル商会
きくのやサイクル

住所
相模原市中央区上溝５－３－６
相模原市中央区星が丘１－３－１
相模原市中央区星が丘４－１１－１
相模原市中央区千代田３－５－１３
相模原市中央区相模原６－２３－８
相模原市中央区東淵野辺５－３－１
相模原市中央区東淵野辺５－６－１７
相模原市中央区富士見２－７－３
相模原市中央区富士見５－２－１２
相模原市中央区淵野辺３－２０－１２
相模原市中央区淵野辺４－７－１７
相模原市中央区弥栄２－１－１５
相模原市中央区矢部３－１８－７
相模原市中央区緑が丘１－２１－１３
相模原市中央区緑が丘２－１８－５
ｲｵﾝﾊﾞｲｸ ｲｵﾝ相模原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店 相模原市南区古淵２－１０－１
イオンバイク 相模原SC店
相模原市南区古淵２－１０－１
イトーヨーカドー 古淵店
相模原市南区古淵３－１３－３３
サイクルセンターさがみ
相模原市南区若松３－１４－３
㈲太田輪業
相模原市南区若松５－１８－２
フルキサイクル
相模原市南区上鶴間６－７－１４
サイクルファクトリーカズ
相模原市南区上鶴間８－１７－４１
㈲村田輪業商会
相模原市南区上鶴間本町８－６－１０
角田輪業
相模原市南区新戸２４４６
飛田輪業
相模原市南区相南２－２－１９
ナオスサイクル
相模原市南区相南４－８－１-101号
ツノダサイクル
相模原市南区相武台２－１９－８
橋本輪業
相模原市南区相模台４－１１－８
ＢＩＫＥ＆ＣＹＣＬＥ ゆうりん
相模原市南区相模台５－１２－２４
井手サイクル
相模原市南区相模台７－２４－４
サイクル・ヤジマ
相模原市南区相模台７－３９－１１
サイクルスポット 相模大野店
相模原市南区相模大野３－１－３３
イオンバイク 相模大野店
相模原市南区相模大野４－５－５ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞD-1F
ちばサイクル㈱
相模原市南区東大沼４－１３－５
㈲矢島自転車商会
相模原市南区南台５－１４－１６
サイクルオート松本
相模原市緑区下九沢１７５０－１３
㈲中島商会
相模原市緑区橋本３－３０－１
イオン 橋本店
相模原市緑区橋本６－２－１
㈲加藤自動車商会
相模原市緑区橋本６－３６－１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 橋本店
相模原市緑区橋本８－９－５
カインズホーム 城山店
相模原市緑区向原３－９－７
サイクルショップ かどくら
相模原市緑区青山１０４８
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ アリオ橋本店 相模原市緑区大山町１－２２
柳下自転車店
足柄下郡湯河原町中央１－２３－１
㈲一石モータース
足柄上郡開成町延沢４３９－１
CYCLE SHOP ENDO 開成店
足柄上郡開成町吉田島７８１－１
自転車生活応援隊
足柄上郡開成町宮台１６０－１
井山サイクル
足柄上郡山北町山北１３７６
イオンバイク つきみ野店
大和市つきみ野１－６－１
イオン 大和鶴間店
大和市下鶴間１－２－１
イトーヨーカドー 大和鶴間店
大和市下鶴間１－３－３
カインズﾎｰﾑ りんかんモール店
大和市下鶴間１７４９－６
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ つきみ野店
大和市下鶴間６５７－２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大和南店
大和市下和田８４４
サイクルオリンピック 相模大塚店 大和市桜森３－５－５
勢林サイクル
大和市上草柳３－１６－２８
トミヤマサイクル
大和市上和田９５７－１
タカハシサイクル
大和市西鶴間１－１４－１２
田所サイクル
大和市大和東１－３－６
サイクルショップ サイキ
大和市大和東３－８－１
サイクルショップ山口
大和市中央林間３－７－１５
サイクルオリンピック 中央林間店 大和市中央林間４－１４－１０
前田サイクル
大和市中央林間５－３－１１

電話番号
042-762-0135
042-752-0279
042-752-5141
042-752-5006
042-752-3105
042-752-2331
042-704-5871
042-786-7723
042-756-7337
042-756-3338
042-754-6422
042-755-2690
042-754-3114
042-752-4413
042-755-8561
042-754-8777
042-769-7526
042-750-3131
042-745-8052
0427-42-3122
0427-42-9859
042-742-5800
042-746-1291
046-251-0016
042-742-9593
042-745-7060
0462-54-8234
042-745-5384
042-745-1028
042-746-5217
042-746-9759
042-701-0682
042-765-5857
042-742-6931
042-744-1215
042-763-0598
042-772-2688
042-770-1200
042-772-2221
042-700-6344
042-783-5111
042-784-5512
042-700-1238
0465-62-4306
0435-82-1527
0465-20-7770
0465-20-3107
0465-75-0574
046-277-3031
070-6447-4278
046-261-1211
046-275-5000
046-218-3010
046-201-0880
046-200-2026
046-261-3538
046-267-1541
046-274-1190
046-261-0669
046-261-1336
046-274-5612
046-276-9951
046-274-8325

店名
バイシクルショップ アクシス
イオンバイク 大和店
サイクルセンター ナガノ
セオサイクル 南林間店
山口サイクル
シラトリ モーターサイクル
ドゥロワー
㈲マルエムサイクル
サイクルギャラリー ワタヌキ
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 湘南大磯店
㈲奥野モーターサイクル
エビサワ オートサイクル
松並木工芸
KRキムラ
ヒロサワサイクル
杉本モーターサイクル
㈱ソガオートセンター
バイク＆サイクル タシロ
石黒モータース
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｯﾄ ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ藤沢店
㈲アクティブ ライフ
セオサイクル 湘南台店
イオンバイク 湘南台店
サイクルセンター内田
㈲丸安スポーツサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 藤沢石川店
イトーヨーカドー 湘南台店
おがわサイクル
㈲丸安サイクルセンター
イオン 藤沢店
丸富オート販売㈱ 湘南台店
㈲田中自転車店
佐藤輪業
セオサイクル 辻堂店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 辻堂店
モトベロ湘南
西山自転車店
タカハシサイクル
ミスターマックス 湘南藤沢店
鈴木自転車店
ビックカメラ 藤沢店
㈲小川ガラス建材
イオンバイク 鵠沼店
有賀商会
オーケーサイクル
明治屋自転車
小林サイクル
サイクルオリンピック 平塚駅前店
佐藤サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 平塚店
㈲オートサイクル ツチヤ
サイクルショップ オチアイ
セオサイクル 平塚中原店
BOINGO CYCLE

住所
大和市中央林間５－８－１７
大和市都市計画事業渋谷(南部地区)土地区画事業地内74街区1外

大和市南林間１－１９－１１
大和市南林間１－２－１４
大和市南林間２－１－１
大和市福田１８９０－３
大和市柳橋２－５－８
大和市柳橋３－１０－１
中郡大磯町高麗１－３－６
中郡大磯町高麗３－４－１７
中郡大磯町大磯１１２２
中郡大磯町大磯１１７２－１
中郡大磯町東小磯８８－６
中郡大磯町東町２－１－４
中郡二宮町山西４８６
中郡二宮町中里７３１
中郡二宮町二宮１３５２－５
藤沢市鵠沼海岸２－２－１２
藤沢市鵠沼松が岡３－２６－８
藤沢市鵠沼石上１－９－６
藤沢市鵠沼東４－１３ｲﾃﾞｨｱ101
藤沢市湘南台１－１９－５
藤沢市湘南台２－１３－１０
藤沢市湘南台５－４－６
藤沢市湘南台６－２７－８
藤沢市石川２－１１－６
藤沢市石川６－２－１
藤沢市善行１－１４－１３
藤沢市善行７－５－９
藤沢市大庭５０６１－２
藤沢市長後１１４６－１
藤沢市辻堂２－１－１３
藤沢市辻堂元町１－１－２７
藤沢市辻堂元町３－１８－２７
藤沢市辻堂元町４－９－２４
藤沢市辻堂元町６－２０－１湘南Tｻｲﾄ2号館1F
藤沢市辻堂新町１－１０－１８
藤沢市辻堂新町３－８－２
藤沢市辻堂新町４－３－５
藤沢市藤沢１－３－９
藤沢市藤沢５５９
藤沢市片瀬海岸１－３－１
藤沢市本鵠沼３－１２－３３
平塚市横内３１２９－６
平塚市河内３５６－３
平塚市宮松町６－３
平塚市見附町６－２
平塚市紅谷町２－１５ｶﾔﾏﾋﾞﾙ1F
平塚市根坂間２１４－２
平塚市四之宮７－１－１２
平塚市真田５１７－７
平塚市袖ケ浜１７－１
平塚市中原１－２２－１８
平塚市中堂２－１高橋ﾋﾞﾙ1F西
サイクルスポット ららぽーと湘南平塚店 平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚1F
ＤＣＭカーマ 平塚田村店
平塚市田村３－５
ＳＢＣ湘南平塚店 (大谷商会)
平塚市東八幡１－１６－１
野川モーターサイクル
平塚市徳延３０４－１６
海老善自転車店
平塚市平塚１－１０－２０
細野サイクル
平塚市平塚２－１２－１０
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 平塚桜ヶ丘店
平塚市平塚５－２２－２３
丸重輪業
平塚市明石町２６－９
野川輪業
平塚市立野町４－３１

電話番号
046-277-4123
046-269-1111
046-274-4439
0462-73-0282
046-274-3389
046-267-7306
046-244-5311
046-268-1817
0463-61-0087
0463-33-8851
0463-61-0810
0463-61-1990
050-3568-0273
0463-61-6680
0463-72-0358
0463-72-2626
0463-72-4147
0466-36-7793
0466-22-8411
0466-54-0585
0466-22-5940
0466-41-0165
0466-45-5868
0466-45-5050
0466-44-2789
0466-86-6236
0466-87-5511
0466-81-4190
0466-81-0433
0466-88-4111
0466-45-8831
0466-36-8646
0466-36-7019
0466-30-5373
0466-36-3182
0466-47-6378
0466-36-8955
0466-34-5968
0466-35-7777
0466-22-6556
0466-29-1111
0466-22-4417
0466-33-8331
0463-54-5091
0463-33-4010
0463-22-2490
0463-31-1185
0463-25-1201
0463-34-0326
0463-52-0476
0463-59-0168
0463-21-2073
0463-37-2565
0463-74-6734
0463-79-9430
0463-51-3611
0463-21-3099
0463-32-1328
0463-31-0236
0463-32-0798
0463-30-3680
0463-21-2828
0463-32-0943

