自転車安全整備店（京都府）
平成29年02月01日
店名
ヨモギ商会
四方サイクル
大野商会
おおつきサイクル
大槻商会
梅原自転車商会
㈱田所商会
シバタ サイクルオート
林田自転車商会
三ツ星自転車商会
サイクルショップ栄光
近藤モータース
BIKE & CYCLE ツボタ
サイクルパーク ナカタニ
福田自転車商会
サイクルどりーむ 小倉店
㈱原田サイクル
ユーショップ フジタ
ミソノ商会
サイクルショップ ナカイ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宇治槇島店
ピーコック 槙島店
㈱コクボ
森 商会
ミヤガワオート
田中サイクル
自転車修理のやまだ
サイクルショップ ピーターパン
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 亀岡店
ヤギモータース
㈱澤田モータース
金田輪業㈱
㈲佐伯商会
八田商会
山鹿モーター商会
榊田自転車商会
イオンバイク 久御山店
㈱尾﨑モータース
サイクルショップ スエヒロ
モトハウス テラオ
池本自転車商会
スーパーウイング多治見
五五商会
ブルドッグ
清水自転車店
浅田自転車モーター商店
ジュンテンドー マイン峰山店
谷口自転車店
サイクルショップ ヤマモト
吉岡サイクル
兵藤モータース
関自転車店
芦田自転車店
小佐自転車
ミカゲサイクル
クロシェット
サイクルショップみくりや
じてんしゃ館 京田辺店

住所
綾部市駅前通７
綾部市宮代町１２
綾部市五津合町荒木５１－１
綾部市西町３丁目北大坪１－８
綾部市鷹栖町坂牧５５
綾部市梅迫町鐘鋳場３２－２
綾部市本町１－３９
宇治市伊勢田町遊田６３－５５
宇治市宇治町１－７１
宇治市宇治妙楽１６６
宇治市開町３９－１５
宇治市五ケ庄西浦１７
宇治市五ケ庄大林２７
宇治市広野町西裏６５
宇治市広野町西裏９９－２１
宇治市小倉町老木１３－１
宇治市大久保町井ノ尻２１－１
宇治市菟道車田５２－４
宇治市木幡御園２０－１７０
宇治市槇島町三十五４１－１０
宇治市槇島町十六４９－１
宇治市槇島町清水２１－３
亀岡市河原町２００－２７
亀岡市宮前町神前タキカ花２２－１
亀岡市紺屋町２の３
亀岡市篠町見晴２－２－１
亀岡市篠町浄法寺中村３４－１
亀岡市篠町馬堀北垣内４６－９
亀岡市篠町野条池ノ下１８－１
亀岡市千代川町千原１－３－１１
亀岡市追分町谷筋１６－２
亀岡市追分町八ノ坪４４－３
亀岡市稗田野町佐伯大東１３－１
亀岡市余部町上条１１
久世郡久御山町佐山双置４３
久世郡久御山町佐山双置６９－３
久世郡久御山町森小字南大内１５６－１
久世郡久御山町大字田井字浜代７
久世郡久御山町林北畑１０５公団17棟106号
宮津市字蛭子１０９６
宮津市万町５７０
京丹後市大宮町河辺２３８９－１
京丹後市大宮町口大野３７１－１８
京丹後市大宮町口大野６７３
京丹後市大宮町周枳１７８９－１
京丹後市大宮町周枳５５８
京丹後市峰山町新町１７０１
京丹後市峰山町杉谷９１６
京丹後市峰山町丹波９５４－１
京丹後市網野町網野１７６－１２
京丹後市網野町網野７０９
京丹後市網野町網野９７９－１
京丹後市弥栄町溝谷３４３７
京丹後市弥栄町黒部８９１
京田辺市河原御影３０－３５
京田辺市三山木高飛４８
京田辺市草内山科５４－９
京田辺市大住小林２１－５

電話番号
0773-42-1513
0773-42-1608
0773-54-0021
0773-42-0409
0773-46-0030
0773-44-0015
0773-42-0173
0774-22-8061
0774-21-3240
0774-21-3782
0774-44-2424
0774-31-8429
0774-31-8262
0774-41-6346
0774-41-6463
0774-25-5220
0774-44-5861
0774-23-7450
0774-31-5231
0774-22-9120
0774-28-3109
0774-24-3088
0771-22-0548
0771-26-2657
0771-24-1501
0771-23-3303
0771-20-6262
0771-25-2058
0771-29-6360
0771-22-5321
0771-22-0545
0771-22-1001
0771-23-0513
0771-22-0977
0774-44-1133
0774-41-6035
075-633-0842
0774-44-3300
0774-43-7713
0772-22-0785
0772-22-4081
0772-64-3421
0772-64-2260
0772-68-0300
0772-64-3858
0772-64-3230
0772-69-2287
0772-62-0434
0772-62-1784
0772-72-0960
0772-72-0844
0772-72-1768
0772-65-2103
0772-65-2124
0774-62-2669
0774-62-0618
0774-63-2639
0774-66-5018

店名
大野モータース
香村自転車店
KーCraft
サイクルショップ ピーコック
丸富自転車店
KON'S CYCLE 常盤店
清水自転車 京都店
石田自転車商会
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 四条店
イオン 京都五条店
サイクルどりーむ 四条店
KON'S CYCLE 西大路店
木畑商会
みんなのじてんしゃ
東サイクルショップ
イオンバイク 西京極店
サクラ 西京極店
荒井モーター商会
ウズマサ サイクル
ヤマグチ サイクル
松山自転車商会
岸本商会
林輪店
サイクルショップ ギフト 梅津店
カントリー
棚橋商会
吉野モータース
バイシクルストア「フリー」
人見モータース
松本自転車
京都五条サイクル
鈴木サイクル
アシスト&サイクル轍
NUPLI 4 CYCLES
イワイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 木津屋橋店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 丹波口店
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ京都店
ビックカメラ JR京都店
㈲京都ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾂｱｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
J-Cycle
二輪工房 岡本商會
㈲西村輪業
スタイル
自転車屋 NOTTON'nal
林自転車店
サクラ 一乗寺店
キヨセ サイクルショップ
自転車のきゅうべえ 下鴨店
きゅうべえ sports
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北大路店
高木自転車店
竹内自転車商会
川勝モータース
㈲ビゴーレ・カタオカ
cobu cycles
明雅堂
TRIP BIKE
KON'S CYCLE カナート洛北店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高野店
自転車のきゅうべえ 修学院店
㈲自転車屋 松村商店
Ｂ.Ｂ ＨOUSE マルニ
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 熊野店

住所
京田辺市田辺中央３－４－５
京田辺市田辺南里２
京都市右京区花園車道町９－６
京都市右京区嵯峨新宮町５４－２４
京都市右京区嵯峨北堀町３－８
京都市右京区常盤一ノ井町４
京都市右京区常盤窪町１５－２０
京都市右京区常盤窪町２－１９
京都市右京区西院乾町６６
京都市右京区西院追分町２５－１
京都市右京区西院東貝川町
京都市右京区西院平町３１
京都市右京区西院平町３６
京都市右京区西京極新明町２
京都市右京区西京極西川町３－５
京都市右京区西京極東町４６
京都市右京区西京極豆田町６
京都市右京区太秦小手角町１７－１
京都市右京区太秦椙ケ本町１－１０
京都市右京区太秦樋ノ内町７－８０
京都市右京区谷口園町２４－７
京都市右京区梅津中倉町１８
京都市右京区梅津南上田町４０
京都市右京区梅津北浦町４－６
京都市下京区屋形町２０－５
京都市下京区河原町通上ノ口大工町４９５
京都市下京区河原町通六条下ﾙ本塩竈町５８４
京都市下京区七条御所ノ内南町８６
京都市下京区升屋町７６
京都市下京区新町通花屋町下ﾙ東若松町８２０－２

京都市下京区西橋詰町７９５－４
京都市下京区西洞院通花屋町上ﾙ西側町４８０
京都市下京区西洞院通五条下ﾙ小柳町５１８
京都市下京区西錺屋町２５つくるﾋﾞﾙ204
京都市下京区大宮通木津屋橋下ﾙ上中之町１８
京都市下京区中堂寺坊城町１７－２
京都市下京区東塩小路町５９０－２
京都市下京区東塩小路町９２７
京都市下京区東油小路町５５２－１３
京都市下京区燈籠町５７０京都東洞院高辻ﾋﾞﾙ地下1F

京都市下京区梅小路石橋町９８－２
京都市下京区仏光寺通西堀川西入ﾙ晒屋町６４５
京都市下京区本燈籠町３
京都市左京区一乗寺西水干町１５－２1F南
京都市左京区一乗寺払殿町５４
京都市左京区一乗寺里ノ前町３１ｸﾞﾗﾝﾚﾌﾞﾘｰ一乗寺1階

京都市左京区岡崎入江町４４
京都市左京区下鴨松ノ木町７１－２-1F
京都市左京区下鴨松ノ木町７１－２-2F
京都市左京区下鴨上川原町３８
京都市左京区下鴨東半木町７９
京都市左京区丸太町通川端東入ﾙ東丸太町２６
京都市左京区岩倉花園町２８３－１
京都市左京区岩倉南四ノ坪町５５
京都市左京区岩倉幡枝町１２３１
京都市左京区吉田下大路町２４ｺｰﾎﾟ下大路101
京都市左京区吉田牛ノ宮町１９－７
京都市左京区高野西開町３６ｶﾅｰﾄ洛北1F
京都市左京区高野東開町１－８
京都市左京区山端川端町６－６
京都市左京区松ケ崎雲路町１７－１
京都市左京区浄土寺下馬場町１００
京都市左京区聖護院山王町１１－１

電話番号
0774-62-0279
0774-62-0632
075-464-1033
075-861-2848
075-861-2761
075-882-8800
075-872-8646
075-861-3017
075-315-6801
075-322-2300
075-323-3666
075-312-6680
075-312-2928
075-323-1031
075-313-1167
075-279-3190
075-321-7774
075-872-7506
075-871-1671
075-881-2545
075-461-6791
075-881-3077
075-871-8328
075-366-8444
075-501-2856
075-351-7707
075-361-1574
075-313-2700
075-351-4074
075-371-7629
075-746-4855
075-343-2055
075-353-9292
090-1448-6881
075-341-2101
075-353-7787
075-351-1010
075-353-1111
075-354-3636
075-341-3196
075-313-2931
075-821-3536
075-344-7717
075-708-8846
075-781-5628
075-746-5150
075-771-2930
075-722-0766
075-706-7801
075-708-1530
075-781-2382
075-771-7261
075-791-6404
075-791-6158
075-702-1160
075-708-6464
075-708-2606
075-723-3666
075-706-8417
075-781-7801
075-712-1222
075-771-6644
075-761-3331

店名
安本バイクプール/ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ
サクラ 百万遍店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 今出川店
レンタサイクルえむじか
瀬野モーター商会
ORION Re サイクル
自転車のきゅうべえ 田中里ノ前店
㈲アイバサイクル
松本自転車商会
サイクルショップ ギフト 百万遍店
サクラ 山科店
橋本モータース
ソニック
赤岩輪業
モーターサイクル滝口
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 山科店
サイクルショップ ノグチ
ＹＯＵ ＳＨＯＰ 塩谷
二輪ショップ大岸
KON'S CYCLE 山科店
カドカメ商会
タケナカ 山科店
自転車のきゅうべえ 千本中立売店
福井自転車商会
りんりん自転車店
北野サイクル自転車店
タケウチ商会
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 丸太町店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 同志社前店
サクラ 今出川店
武内モータース
勝山商会
加藤商会
ジュズ サイクルサービス
タケダモータース
サイクルショップ キタ
サイクルショップ タカダ
山本商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 西陣店
Cycle Village Jam & Jam
KON'S CYCLE 上七軒店
北村商会
木代商会
京都ちりんちりん
サイクルどりーむ 桂店
ピーコック 樫原店
サイクルショップエイリン 桂本店
松本商会
サイクルショップ山口
小林自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 桂店
内林モーターサイクル
ナガイサイクル
福島一商会
タケナカ 洛西店
サイクル工房 ワークス
㈲ビー・カンパニー
Fridge Bicycle
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 御池店
丸新自転車商会
KON'S CYCLE 御池店
関西商事㈱
㈲関西井上商会

住所
京都市左京区川端通三条上ﾙ法林寺門前町３６
京都市左京区田中関田町２－７鴨東ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ
京都市左京区田中関田町２８－４
京都市左京区田中上柳町２４
京都市左京区田中西大久保町１４－１９
京都市左京区田中西樋ノ口町８５ﾓｱ御蔭1F
京都市左京区田中南大久保町５５
京都市左京区田中馬場町１
京都市左京区田中北春菜町２６
京都市左京区田中里ノ前町５４－１
京都市山科区音羽役出町1－２６
京都市山科区勧修寺西栗栖野町１９３
京都市山科区御陵四丁野町７５－２
京都市山科区上野御所ノ内町５
京都市山科区西野八幡田町５－８
京都市山科区西野離宮町１１－３
京都市山科区大宅早稲ノ内町１６１
京都市山科区竹鼻サイカシ町６－５
京都市山科区竹鼻扇町３－４
京都市山科区椥辻草海道町３８－４２
京都市山科区椥辻池尻町３－５
京都市山科区椥辻中在家町１８－２
京都市上京区革堂前之町１０１
京都市上京区丸太町御前東入下之町４１８
京都市上京区菊屋町５０６－１
京都市上京区御前通今出川上ﾙ東入鳥居前町６５３

京都市上京区荒神町１１６
京都市上京区高島町３３８－２
京都市上京区今出川通室町東入今出川３１３
京都市上京区今出川通小川通東入ル南兼康町３４０

京都市上京区今出川通北小路室町３９０
京都市上京区今薬屋町２９８
京都市上京区寺之内通浄福寺西入西熊町２８９
京都市上京区出水通千本西入尼ケ崎横町３５５
京都市上京区青龍町２４７
京都市上京区千本通一条上ル６５６
京都市上京区千本通出水上ﾙ福島町３８９－１
京都市上京区多門町４４５－１９
京都市上京区大宮通今出川下る薬師町２２６－２
京都市上京区滝ケ鼻町４２９－２２
京都市上京区毘沙門町４８４
京都市上京区妙顕寺前町５０３
京都市上京区妙蓮寺前町３４１
京都市上京区和水町４３９－１９
京都市西京区下津林東芝ノ宮町２
京都市西京区樫原久保町３０－５
京都市西京区桂後水町１－１
京都市西京区桂春日町３１
京都市西京区桂千代原町７１
京都市西京区桂朝日町１１２
京都市西京区桂徳大寺北町２
京都市西京区川島滑樋町２１－１
京都市西京区大原野上里鳥見町６－１
京都市西京区大原野上里北ノ町５６６－６
京都市西京区大枝塚原町３－１５０
京都市西京区大枝東長町１－４１８ｳﾞｨﾗｽﾃｰｼﾞ豊田1階2号

京都市西京区大枝北福西町３－２－１１
京都市中京区押小路通寺町亀屋町４０３－２
京都市中京区押西洞院町５９０－５ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ烏丸御池1階東

京都市中京区丸太町新町東入ﾙ玉植町２２４－６
京都市中京区丸木材木町６７０ｴｽﾘｰﾄﾞ烏丸御池1F

京都市中京区御幸町通二条上ﾙ達磨町２９４
京都市中京区骨屋町１３８－１

電話番号
075-751-0595
075-751-1566
075-752-0292
075-200-8219
075-781-5742
090-3052-0492
075-701-0155
075-781-2632
075-781-9609
075-702-9444
075-581-3210
075-591-1160
075-591-7774
075-581-5858
075-501-0518
075-582-9486
075-592-7613
075-581-2212
075-593-7007
075-583-5114
075-581-3421
075-591-0395
075-406-1960
075-841-5462
075-411-0002
075-463-1672
075-221-3443
075-231-3598
075-432-7874
075-414-2500
075-441-9437
075-231-0217
075-451-1774
075-811-2577
075-231-1091
075-461-3696
075-461-6947
075-431-0786
075-417-1077
075-205-2104
075-467-8155
075-451-6691
075-441-4490
075-414-0210
075-391-7123
075-392-5150
075-381-5205
075-381-3573
075-381-9086
075-381-4781
075-382-2571
075-381-3453
075-331-1414
075-331-5223
075-331-0570
075-874-2461
075-332-8500
075-200-3299
075-256-5800
075-231-6756
075-231-5162
075-672-9218
075-231-5412

店名
サクラ 烏丸店
㈲櫻井モータース商会
西森自転車店
㈱松井保商会
京の洛スク 寺町店
じてんしゃ工房ピュア
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 二条駅前店
㈲丸安商会
柴崎商会
竹内自転車店
池田モータース商会
自転車サクラ 京都三条店
イオンバイク 円町店
自転車のきゅうべえ 二条店
ペダル 西大路御池店
㈲山田自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 二条店
渡辺サイクルオート
まちの自転車店リコ 円町店
bol.motor & cycle
KON'S CYCLE 蛸薬師店
辻森商会
森 自転車店
坂本商会
中川モータース
R's CYCLE
家城サイクル
㈱上野亀商店
CYCLE GARDEN
今井モータース
羽根田モーターサイクル
オイケモータース
臼井モータース
瀧モーター商会
イトウサイクルモーター
イオンバイク 洛南店
古川サイクルオート
イオンバイク 京都桂川店
サイクルオートうちばやし
リンリン 久世店
イワイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 久世店
田中自転車商会
㈲石原商会
㈱東寺軽車工業
加藤モータース
西村商会
イオンバイク 九条唐橋店
サイクルベースあさひ 九条店
京都ＥＣＯトリップ自転車店
㈲キムラオートレーシング
松本自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 京都南店
JBEAR
自転車出張修理るーきー
伊藤自転車店
大日産業㈱
サイクルショップナカイ 向島店
ピーコック
PUNK WORKS JAPAN
ウエダモータース
宇野自転車店
KON'S CYCLE 伏見店
村井モータース

住所
京都市中京区三条通烏丸西入ﾙ御倉町６４KBｱﾈﾂｸｽ1F

京都市中京区三条通大宮西入姉大宮町西側７２－６

京都市中京区姉小路小川西入ﾙ宮木町４６１
京都市中京区姉小路東洞院東入笹屋町４４６
京都市中京区寺町通竹屋町上ﾙ藤木町１８
京都市中京区壬生馬場町５－６
京都市中京区西ノ京永本町１４－４３
京都市中京区西ノ京小倉町４
京都市中京区西ノ京小堀町２
京都市中京区西ノ京西月光町４１－２
京都市中京区西ノ京大炊御門町８－４
京都市中京区西ノ京池ノ内町８－１
京都市中京区西ノ京中御門東町９３
京都市中京区西ノ京栂尾町119
京都市中京区西ノ京南原町１－１
京都市中京区西ノ京南聖町１
京都市中京区西ノ京南聖町１３
京都市中京区西ノ京馬代町２－２
京都市中京区西ノ京伯楽町２２－１１
京都市中京区大阪材木町６８５
京都市中京区蛸薬師富小路東入油屋町１４１
京都市中京区東洞院通六角三文字町２１８
京都市中京区二条通小川東入ﾙ西大黒町３３５
京都市中京区堀川通六角下ﾙ壺屋町２４５
京都市中京区聚楽廻松下町８
京都市中京区聚楽廻東町３－１７ﾄﾞｰﾘｱNEXT丸太町1F

京都市中京区麩屋町二条下ﾙ尾張町２０２
京都市東山区鍵屋町４９９
京都市東山区五条橋東２－９
京都市東山区東瓦町６７６
京都市東山区毘沙門町４０－５
京都市東山区北御門町２４９
京都市東山区本町４－１１４－２
京都市東山区本町７－２９
京都市東山区轆轤町１０１
京都市南区吉祥院御池町１３１
京都市南区吉祥院石原町２２－６
京都市南区久世高田町３７６－１
京都市南区久世大薮町１１３－２
京都市南区久世中久世町３－７９－８０
京都市南区久世殿城町１６２
京都市南区上鳥羽岩ノ本町２９－７
京都市南区上鳥羽南中ノ坪町３３
京都市南区西九条川原城町２９
京都市南区西九条島町４－９
京都市南区唐橋花園町６３
京都市南区唐橋川久保町８
京都市南区東九条下殿田町４３
京都市南区東九条室町５６
京都市南区東九条西御霊町１９
京都市伏見区塩屋町２３８
京都市伏見区下鳥羽長田町１８９
京都市伏見区久我西出町１１－５４７
京都市伏見区久我東町２－６０
京都市伏見区景勝町３６－１２
京都市伏見区向島清水町３６－１
京都市伏見区向島渡シ場町１４－７
京都市伏見区向島二ノ丸町６８－３９
京都市伏見区小栗栖森本町１０－３ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ蜂ノ壷1-B

京都市伏見区新町１３－２９７
京都市伏見区深草稲荷御前町８９
京都市伏見区深草紺屋町４
京都市伏見区深草直違橋６－２８８

電話番号
075-255-7077
075-841-7704
075-221-4769
075-221-5947
075-496-5151
075-813-1558
075-813-5544
075-841-4291
075-841-4520
075-821-4024
075-461-8829
075-812-6300
075-279-8190
075-803-1113
075-822-1182
075-841-3113
075-803-0577
075-463-1388
075-467-8163
075-221-5333
075-231-3011
075-221-5732
075-231-0058
075-221-2294
075-841-6114
075-823-7135
075-231-0044
075-561-4291
075-532-4757
075-561-7322
075-561-0030
075-561-0825
075-561-9369
075-561-5439
075-541-2677
075-692-4560
075-681-6548
075-925-3100
075-921-0820
075-924-2552
075-921-8679
075-671-2625
075-681-7241
075-691-2412
075-691-3362
075-691-8247
075-280-3190
075-693-9785
075-691-0794
075-691-6471
075-601-0908
075-604-1350
075-755-6185
075-935-2365
075-623-3216
075-612-1156
075-201-9305
075-621-2848
075-748-7462
075-601-4060
075-641-3206
075-646-1644
075-641-3608

店名
三滝モータース
ピーコック 稲荷店
ヤスヒロオート
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 伏見醍醐店
Base Rocket Punch
ヤブネ自転車商会
㈲高山
サイクルどりーむ 伏見店
キタグチモータース
田中留商会
KON'S CYCLE MOMOテラス
パドック サムタイム
マンテン サイクル
サイクルパドック タナカ
You SHOP 青石
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 烏丸鞍馬口店
シンク サイクルスタジオ
サクラ 北山店
中村商会
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 紫野店
さくらい
根本自転車店
サイクルハウス大晃
KON'S CYCLE 北大路店
ジャイアントストア 京都紫明通
まちの自転車店リコ 烏丸北大路店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟエイリン 北大路店
北村モーターサイクル
㈲南星商会 洛北店
㈲南星商会
片山モーターサイクル商会
自転車のきゅうべえ 白梅町店
クスバモーターサービス
サイクル工房テック
サイクルエール 東向日店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 桂川店
サクラ 一文橋店
ポッポ自転車 一文橋店
YOU SHOP ササイ
光モーターサイクル
㈲コバタケ
あるあるサイクル
オクダモーターサイクル
オクダモーターサイクル
サイクルショップ武野
西尾サイクル
㈲並川モータース
ＹＯＵ ＳＨＯＰむらかみ
アルプラザ 城陽店
ヤマダサイクル
モーターバイクショップ アワシマ
KON'S CYCLE 大久保店
㈱奈良ニシカワ 祝園店
日吉サイクル
ピーコック 長岡京市店
ポッポ 今里店
サイクルショップ ポッポ竹の台
㈱ポッポ 長岡店
サイクル エール
サイクランド ニシムラ
日吉サイクル 緑ヶ丘店
Ahead
内藤オート電気

住所
京都市伏見区深草直違橋南１－５０８
京都市伏見区深草鈴塚町２－４豊和ﾏﾝｼｮﾝ1F
京都市伏見区石田大受町３１－１８１
京都市伏見区石田大受町６８－４
京都市伏見区醍醐池田町１０ﾗﾘｰﾍﾞ1B
京都市伏見区樽屋町９９９
京都市伏見区竹田久保町６２－１足立ﾊｲﾂ１Ｆ
京都市伏見区竹田七瀬川町２－１
京都市伏見区竹田七瀬川町２２２
京都市伏見区東町２０５
京都市伏見区桃山町山ノ下３２
京都市伏見区桃山町山ノ下５３－８
京都市伏見区表町５８２－５
京都市伏見区淀下津町５７
京都市伏見区淀新町１１
京都市北区鞍馬口通室町東入ﾙ小山町２２８－４
京都市北区衣笠馬場町４６
京都市北区紫竹下本町４７－７
京都市北区紫竹西南町２
京都市北区紫野下御輿町５－５
京都市北区紫野西藤ノ森町５－８
京都市北区紫野石龍町２３
京都市北区小山西元町３２
京都市北区小山西大野町３７
京都市北区小山中溝町１４－１３
京都市北区小山南上総町５６当川ﾋﾞﾙ1F
京都市北区小山北上総町２０－１
京都市北区上賀茂葵之森町４－１０
京都市北区上賀茂神山３８９－４３
京都市北区上賀茂東上之段町３９－２
京都市北区大宮中総門口町３１－２
京都市北区大将軍西町１８０－１
向日市寺戸町瓜生１６－１１
向日市寺戸町初田２５－１正一ﾋﾞﾙ1F2号
向日市寺戸町小佃２０－１４
向日市寺戸町八ノ坪１１７－１
向日市上植野町下川原１－２１
向日市上植野町吉備寺町８－８ﾊｲﾂﾃﾗｵﾊﾟｰﾄⅡ
向日市物集女町坂本１２－１
城陽市寺田今堀１５９－２６
城陽市寺田尺後１－１６
城陽市寺田水度坂１５－８６－２
城陽市寺田西ノ口９
城陽市寺田尼塚６８－４１１
城陽市寺田樋尻６０－８４
城陽市中出垣内７４－５
城陽市長池北清水３３－１１
城陽市枇杷庄鹿背田９１－１０
城陽市富野荒見田１１２
城陽市富野西垣内１－１９
城陽市平川広田８８－４
城陽市平川茶屋裏６－１
相楽郡精華町祝園西１－９－４６
長岡京市開田２－１３－１８
長岡京市開田３－３－１２氷川ﾋﾞﾙ1F
長岡京市今里西ノ口８－７
長岡京市竹の台１５－５
長岡京市長岡１－２７－２１
長岡京市長岡２－３－１４
長岡京市長岡３－２６－２
長岡京市緑が丘２９－２２
長岡京市緑が丘３０－２１
南丹市園部町本町２０

電話番号
075-641-4269
075-644-8567
075-571-1558
075-575-5560
075-574-7734
075-601-4624
075-645-7158
075-279-3196
075-641-7026
075-611-4627
075-603-0099
075-612-7536
075-204-1566
075-631-2112
075-631-2278
075-415-7177
075-461-1596
075-491-2345
075-491-4593
075-431-5718
075-431-6228
075-491-1526
090-1952-3373
075-496-7177
075-417-0620
075-415-7697
075-493-0950
075-781-7420
075-722-9040
075-701-5705
075-491-2857
075-467-9598
075-934-3268
075-874-3821
075-925-9141
075-925-4506
075-921-8383
075-201-6775
075-933-3983
0774-55-0125
0774-52-6171
0774-52-5235
0774-52-2602
0774-53-4548
0774-52-2590
0774-52-0240
0774-52-0006
0774-55-2394
0774-56-2600
0774-53-6591
0774-54-0388
0774-57-0007
0774-95-0200
075-931-1841
075-925-8137
075-952-6177
075-953-0055
075-952-4007
075-874-6353
075-953-5687
075-951-7417
090-3706-8911
0771-62-0008

店名
梶原商会
勝山商会
スポーツサイクル ナチュラル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 京都八幡店
男山自転車商商会
ナカノサイクル
サイクルショップ ヤマダ
小川サイクルショップ
小寺サイクル
㈲ホンダウｲング筒井
津山産業㈱
瀬野サイクル
サイクルセンター タナカ
サイクルショップ タナカ
イオン 福知山店
ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ Ｏ2
中島自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 福知山店
ジュンテンドー 福知山店
モーターサイクルショップ森下
迫田自転車商会
大槻サイクル
守本サイクル
㈲ヴァンヴァンカンパニー
西井自転車店
奈良ニシカワ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ木津川店
サイクルショップ山本
トライアスロン
イオン 高の原店
植村モータース
上山商会
杉本自転車商会
高橋サイクル
谷口自転車商会
オダニ商会
長島商会
下野サイクル
㈲服部産業

住所
南丹市美山町静原字内１４
南丹市美山町中上前３７
八幡市欽明台中央２－２－１０２
八幡市欽明台北３－１
八幡市男山吉井２－９
八幡市男山金振４－６
八幡市男山石城４－２８
八幡市八幡三本橋１８－１０２
八幡市八幡山路３７－３８
舞鶴市溝尻町８１
舞鶴市字中田小字村中４１４
舞鶴市大内２５
舞鶴市竹屋２７
舞鶴市浜２５０
福知山市岩井７９－８
福知山市荒河東町５３
福知山市字中ノ町１９５－５
福知山市篠尾新町４－３１
福知山市新庄１１－１
福知山市前田１６６１－１２
福知山市大江町蓼原２０５－１
福知山市大内１７８０－２
福知山市内記５－６３
木津川市加茂町大畑アヤゴ１４６
木津川市山城町上狛小字野日向２５
木津川市州見台１－１－１
木津川市州見台１－１６－６
木津川市相楽城下１２－６
木津川市相楽台１－１－１
木津川市木津町奈良道２２－１
与謝郡伊根町字本庄上１１９１
与謝郡与謝野町加悦２０２
与謝郡与謝野町岩滝１１７３
与謝郡与謝野町岩滝１８４３
与謝郡与謝野町幾地９０７
与謝郡与謝野町後野１－１
与謝郡与謝野町三河内９０３
与謝郡与謝野町石川８７４－１

電話番号
0771-75-0022
0771-77-0201
075-874-4486
075-981-6342
075-982-2730
075-982-0627
075-982-7991
075-981-4508
075-981-2369
0773-62-5488
0773-68-0140
0773-75-3661
0773-75-0291
0773-62-5372
0773-25-3400
0773-24-2494
0773-22-2872
0773-25-0880
0773-25-2140
0773-27-0626
0773-56-0036
0773-27-3718
0773-22-4976
0774-76-8555
0774-86-3711
0774-79-0100
0774-72-1801
0774-72-6116
0774-75-1700
0774-72-1137
0772-33-0758
0772-42-2409
0772-46-2304
0772-46-2273
0772-42-3243
0772-42-4938
0772-42-2464
0772-42-2191

