自転車安全整備店（高知県）
平成29年02月01日
店名
東部東岡サイクル
芸西スズキ
ホームセンターマルニ 田野店
中島自転車店
有沢自転車店
浜田モータース
ホームセンターマルニ 安芸店
㈲西内商会
神明自転車店
川村自転車店
別府商会
野村モータース
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハマート 野市店
DCMダイキ のいち店
香南サイクル
明石モータース
ホームセンターマルニ 山田店
サイクル＆ﾊﾞｲｸｻﾛﾝ フルカワ
坂本サイクル
サイクルショップさかもと
平川モータース
越知スズキ西森商会
中村商会
川村自転車商会
ホームセンター佐川
ホームセンターマルニ 窪川店
日高モータース
Ｍｏｔｏ－ｃｙｃｌｅ shop大西
加地自転車店
イオン 高知旭町店
オートショップ ナガタ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハマート 横浜店
森沢自転車店
鍋島自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰブリコ 介良店
西部二輪
浜田自転車店
フジハラサイクル
ホームセンターマルニ 高須店
タカスサイクル
㈱自転車ドーム高知
藤川モータース
㈲細木商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰブリコ 桟橋店
サイクルハウス ワカクサ
ホームセンターマルニ 十津店
ヨシダサイクル
正木自転車店
長﨑モータース
ちゃりんこや朝倉 大学前店
町田自転車店
㈱サイクルタカハシ
ＣＹＣＬＩＮＧ ＳＨＯＰ ヤマネ
神田輪業
イオン 高知店
ＹＯＵＳＨＯＰハリギ
サイクルショップ ミサト
㈱瀬戸ホンダ 髙橋商会
ホームセンターマルニ 旭店
カギヤマ

住所
安芸郡安田町安田１６６３
安芸郡芸西村和食甲２５５－５
安芸郡田野町１３８８－１
安芸郡田野町２０５４
安芸市井ノ口乙１２０８－１４
安芸市本町４－７－８
安芸市矢ノ丸４－５４－１
吾川郡いの町３６５９
香南市赤岡町４７６－８
香南市赤岡町７５２
香南市赤岡町９８７－１
香南市野市町西野１９９２－７
香南市野市町西野２１９５－１
香南市野市町西野２２１６－１
香南市野市町西野５８８
香美市香北町美良布２６７２
香美市土佐山田町栄町１８５
香美市土佐山田町神母ノ木３５８－１
香美市土佐山田町西本町２－２－２２
香美市土佐山田町西本町５－４－６
香美市土佐山田町百石町１－５－３４
高岡郡越知町越知甲２４９０
高岡郡佐川町乙２１５８－４８
高岡郡佐川町甲１６９７
高岡郡佐川町丙３６５５－１
高岡郡四万十町古市町１１－１
高岡郡日高村本郷２７３－８
高知市愛宕山４５－２
高知市旭町２－３６
高知市旭町３－９４
高知市一宮西町３－３－１１
高知市横浜西町５０－１５
高知市横浜東町２－２７
高知市介良乙２３７５
高知市介良乙３７８５－１
高知市鴨部１１４７－１
高知市丸ノ内１－２－２０ 県庁内
高知市幸町６－４
高知市高須２－１５－２１
高知市高須３－１５－７
高知市高須新町２－１－４８
高知市桜井町１－４－１６
高知市桟橋通３－２５－２６
高知市桟橋通５－７－７
高知市若草町１６－３６
高知市十津２－１３－５
高知市十津３－６－３４
高知市春野町甲殿７７６
高知市春野町西分２４３
高知市曙町２－１－７
高知市曙町２－３－１２
高知市上町２－５－２４
高知市城山町６７－５
高知市神田７２２－４
高知市秦南町１－４－８
高知市針木本町３－２２
高知市仁井田４２３８－５
高知市瀬戸１－６－３８
高知市西塚ノ原３０
高知市相生町４－１１

電話番号
0887-38-6605
0887-33-2857
0887-38-3502
0887-38-2117
0887-34-2257
0887-35-3764
0887-34-0707
088-892-0477
0887-54-2586
0887-54-2729
0887-54-2658
0887-56-0225
0887-56-1515
0887-56-5888
0887-56-0616
0887-59-2065
0887-53-1302
0887-53-2307
08875-3-4217
0887-53-3023
0887-53-2523
0889-26-0133
0889-22-0337
0889-22-0210
0889-22-3677
0880-22-0202
0889-24-5321
088-803-7572
088-872-8530
088-825-0211
088-845-8090
088-842-8200
088-841-2685
088-860-0553
088-860-1155
088-840-3677
088-823-1111
088-822-8076
088-882-1133
088-882-0706
088-882-7557
088-882-9738
0888-31-6266
088-831-3651
0888-44-1814
088-837-3902
088-847-4753
088-841-3253
088-894-3687
088-843-0727
088-844-1603
088-872-1452
088-831-9614
088-833-2608
088-826-8103
088-844-1693
0888-47-2502
088-842-1140
088-843-6002
088-882-1585

店名
㈲高知輪業商会
久川商店
下知サイクル
ショップ マルエイ
秦泉モーターサイクル
近藤商会
オートショップＺＯＯ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハマート 朝倉店
㈲風倶楽部
じてんしゃや
ホームセンターマルニ 朝倉店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 土佐道路店
イシモトサイクル
プロサイクルいちかわ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南御座店
佐々木ホンダ販売
㈲城北サイクル
ガレージ タニグチ
元吉サイクル
和田自転車店
カギヤマ 御座店
ＤＣＭダイキ 御座店
オカムラサイクルショップ
㈲秋山自転車商会
久保田自転車店
オキサイクル
大西商会
福永自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰハマート 薊野店
DCMダイキ 四万十店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰマルニｸｴｽﾄ 古津賀店
ホームセンターマルニ 四万十店
モンマートむろと
前田自転車店
町田自転車店
㈲浜窪自転車商会
山本渉商会
サイクル&ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ ササキ
久保自転車店
山﨑サイクル
サイクルハウスまつだ
バイクショップ高橋
ホームセンターマルニ 須崎店
市川のりものセンター
ホームセンターマルニ 田井店
伊藤自転車商店
濵村自転車商会
松本自転車店
㈲笹岡自転車店
花井サイクル
森自転車店
長岡自転車店
岩原モータース
マルニ ガーデン
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南国店
岡田サイクル
オートショップ ハシダ
サイクルショップいしかわ
川島サイクルモーター
竹村モータース
村山自転車店
にしやまサイクル
安田自転車商会

住所
高知市帯屋町１－１４－１３
高知市大津乙１１４５－１
高知市知寄町１－５－９
高知市知寄町２－２－４５
高知市中秦泉寺８４－４
高知市中万々２５－１０
高知市朝倉横町９－３５
高知市朝倉甲４９６－１
高知市朝倉甲６２－６
高知市朝倉東町２３－１８
高知市朝倉東町５０－１１
高知市朝倉東町５１－５
高知市朝倉戊５４８
高知市天神町１５－１０
高知市南御座１４－１０
高知市南宝永町１８－１２
高知市南万々１８
高知市南万々５－４
高知市日の出町６－２２
高知市入明町６－１５
高知市北御座１１－２
高知市北御座４－６
高知市北竹島町２－１０
高知市本町４－１－１
高知市本町５－１－３
高知市弥生町８－１１
高知市役知町１３－１２
高知市与力町３－６
高知市薊野西町３－８－１５
四万十市具同２６２５－１
四万十市古津賀４－８２
四万十市渡川３－１－６
室戸市佐喜浜町１６４０－１
室戸市室戸岬町４８７７
室戸市浮津４３８－６
室戸市浮津４６２－１
宿毛市中央４－１－１
宿毛市片島８－９
須崎市浦ノ内東分１４９－７
須崎市栄町２－２
須崎市吾井ノ郷乙１７３２－２
須崎市西町１－２－２
須崎市大間東町４－２５
須崎市大間本町１４－３１
土佐郡土佐町田井１１８７－１
土佐市宇佐町宇佐１７４５－２
土佐市宇佐町宇佐１９６２－２
土佐市高岡町乙２８－４
土佐市高岡町乙３５６７
土佐市高岡町甲２１６１－４
土佐清水市寿町２－１
土佐清水市中浜６３７－２
南国市左右山２２１－５
南国市篠原１６
南国市篠原１９８－１
南国市大埇甲１５０２－５
南国市大埇甲１６１５－１
南国市大埇甲１６３８
南国市大埇甲１６９８
南国市里改田１５５－２
南国市立田８３７
南国市緑ケ丘１－１７１９
幡多郡大月町弘見２１０６－２０

電話番号
088-872-8764
088-878-3740
088-883-6187
088-882-4643
088-872-1071
088-823-0297
0888-44-5419
088-844-2222
088-840-1542
088-843-5665
088-843-0202
088-828-9088
0888-44-1349
088-831-9402
088-880-9515
088-882-0710
088-873-4973
088-823-1431
088-882-3811
088-872-0577
088-878-8745
088-883-5255
088-832-2822
088-823-5579
088-873-2075
088-882-8367
088-833-3486
088-873-5388
088-845-7272
0880-31-2200
0880-31-0802
0880-37-5550
0887-27-2224
0887-22-0822
0887-22-3987
0887-22-0589
0880-63-2742
0880-65-8546
0889-49-0616
0889-42-2880
0889-42-4140
0889-42-0131
0889-43-2010
0889-42-0611
0887-82-2602
088-856-0302
088-856-0076
088-852-0823
088-852-0047
088-852-5352
0880-82-0068
0880-82-9123
088-862-0231
088-864-1201
088-864-1720
088-863-3033
088-864-3348
088-864-2313
088-864-2278
088-865-8585
088-864-2733
088-865-5752
0880-73-0116

