自転車安全整備店（三重県）
平成29年02月01日
店名
多湖ホーム
小林モーターサイクル
サイクルウェイいんでん
小林輪業商会
岩花ホンダ販売店
舘為自転車店
コダマ自転車モータース
ネオポリスサイクル
㈱サンジキモータース
髙木自転車商会
コンドウ一士輪業商会
㈲六石モータース
松村自転車店
オートサイクル・ヤマモリ
石田サイクル
池澤自転車店
吉田自転車店
半田サイクル商会
山崎自転車店
白樫自転車店
小林自転車店
西川サイクル
江川商会
中林商会
サイクルショップおかやま
ＤＣＭカーマ 上野店
中尾自転車店
世古自転車商会
㈲キソーサイクルセンター
中村自転車店
小椋自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 伊勢店
小森自転車店
㈱スミス
中井モーターサイクル商会
ケーケー山本自転車店
㈲近藤商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰバロー ミタス伊勢店
山崎モータース
中野商会
五十鈴川商会
沢村サイクル
イオン 伊勢店
井丸サイクル
イオンバイク 東員店
ＤＣＭカーマ 東員店
宮野自転車商会
三谷自転車商会
ベルハンター亀山スズキ
自転車のヒロモリ
岡村商会
昭和モータース
堀自転車店
堀自転車商会
金森サイクル
浅野自転車商会
村上自転車商会
中村自転車商会

住所
いなべ市員弁町石仏２００８
いなべ市員弁町楚原７４４－６
いなべ市員弁町大泉新田５５６－６
いなべ市大安町石榑東８７６－３
いなべ市大安町石榑南１２１
いなべ市大安町南金井１０４８
いなべ市東員町笹尾西１－３８－１０
いなべ市東員町笹尾東３－２－４
いなべ市藤原町本郷８０６
いなべ市北勢町阿下喜２２０５－６
いなべ市北勢町阿下喜２７０５
いなべ市北勢町麻生田１５２５－５１
伊賀市下友田５５－４
伊賀市外山２１１－１９
伊賀市上野丸之内４２
伊賀市上野久米町７２５－３
伊賀市上野恵美須町１６２５－２
伊賀市上野市部５００
伊賀市上野赤坂町３０７
伊賀市上野中町２９８６－３
伊賀市上野鉄砲町２３６８
伊賀市上野農人町４７８
伊賀市新堂３９４－１１
伊賀市川東１５３
伊賀市柘植町２２８５－６
伊賀市服部町小芝４３４－１
伊賀市平田９２８－１８
伊勢市浦口２－１５－７
伊勢市岡本１－７－１６
伊勢市河崎２－６－１０
伊勢市河崎町２－１７－１３
伊勢市御薗町王中島２０９－１
伊勢市黒瀬町６７１－５
伊勢市鹿海町１６４７－４
伊勢市小俣町元町１７５８
伊勢市常磐２－１２－２３
伊勢市神社港３１１－１
伊勢市船江１－１０－１９４
伊勢市船江１－７－２
伊勢市大湊９３－２２
伊勢市中村町７３１
伊勢市辻久留１－５－２２
伊勢市楠部町乙１６０－２
伊勢市二俣１－４－７
員弁郡東員町大字長深字築田５１０－１
員弁郡東員町六把野新田字嶋畑３３－１
亀山市関町中町４７７
亀山市西丸町５６０
亀山市東町１－７－１１
亀山市和田町１４８８－１４０
桑名郡木曽岬町西対海地３１４
桑名市安永６－１８４７
桑名市栄町３５５
桑名市額田５５９－１
桑名市江場１５４９－３
桑名市寿町３－２４
桑名市多度町香取３６－１
桑名市大貝須１８－７

電話番号
0594-74-3455
0594-74-4843
0594-74-5056
0594-78-0123
0594-78-0018
0594-77-0141
0594-76-5407
0594-76-5464
0594-46-2061
0594-72-5145
0594-72-2428
0594-72-3148
0595-43-1231
0595-23-3126
0595-21-0059
0595-21-1272
0595-21-4162
0595-37-0481
0595-21-2558
0595-21-1443
0595-21-4581
0595-21-0946
0595-45-3121
0595-45-3320
0595-45-4410
0595-22-1761
0595-47-0386
0596-28-4090
0596-28-3300
0596-28-5379
0596-28-4689
0596-23-1213
0596-22-2382
0596-28-3792
0596-22-3663
0596-28-3044
0596-36-4471
0596-20-9400
0596-28-8547
0596-36-3562
0596-24-1540
0596-28-5315
0596-26-1857
0596-28-4029
0594-86-1200
0594-76-8833
0595-96-0108
0595-86-4176
0595-82-0215
0595-82-3585
0567-68-8054
0594-22-3490
0594-22-1660
0594-31-3955
0594-22-3446
0594-23-1395
0594-48-2222
0594-22-2305

店名
辻商会 大山田店
カインズホーム 桑名店
イオンバイク 桑名中央店
長島モータース
河合自転車店
森川自転車商会
ハリマ辻商会
㈲水吉モータース
ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰﾗｰクワトロ 桑名店
タイヤショップ はせ
宇佐美自転車商会
菰野輪業商会
岡崎自転車店
出口自転車商会
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ菰野店
伊藤自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三重川越店
カインズﾎｰﾑ みえ川越ｲﾝﾀｰ店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 四日市店
キダサイクルショップ
河村サイクル
ＤＣＭカーマ 四日市店
吉田近代車センター
寺本商会
川口商会
ＢＣライフ
田中自転車店
山川商会
サンコー自転車商会
ヤマコシ商会
服部モータース商会
盛岡自転車店
宮田商会
㈲鈴木商会
村田自転車店
サイクリスト
服部モーター商会
㈲山手赤尾モータース
おしゃれな自転車店 茶里夢
荒木モータース
小川自転車商会
イトウサイクル
河村商会
前田商会
山儀自転車店
ホンダショップヒナガ
イオン 日永店
ＤＣＭカーマ 四日市泊店
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ四日市泊店
伊藤商会
イオン 四日市尾平店
カインズホーム 四日市店
イオンバイク 四日市北店
ディオワールド 四日市店
陽光パル
阪田自転車商会
㈲新和商会
オーヤブ
リンクルマルヰ
西田自転車商会
金川自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 松阪店
村林モータース

住所
桑名市大山田３－７－２１
桑名市大仲新田２２０
桑名市中央町１－２４
桑名市長島町松ケ島４２３
桑名市長島町福吉２９６
桑名市東方門前通１６０－９
桑名市播磨２５００－１
桑名市播磨字沢南１１１
桑名市繁松新田８３
桑名市友村２９－６
三重郡菰野町菰野１０９７－５
三重郡菰野町潤田９６４
三重郡菰野町千草３１１７
三重郡菰野町大強原７２７
三重郡菰野町大字宿野字神明田３５７
三重郡菰野町竹成１９９４
三重郡川越町高松２２－１
三重郡川越町北福崎１７５
四日市市ときわ1－１３３９－１
四日市市塩浜本町１－６
四日市市沖の島町３－１１
四日市市久保田１－６－３１
四日市市笹川７－９７－１０
四日市市三ツ谷１２－１９
四日市市三ツ谷町５－３１
四日市市山城町２３－５
四日市市山田町４２６５－１
四日市市十志町１２７
四日市市小古曽１－９－１６
四日市市小杉町１２８５－１１
四日市市小杉町３０１－１
四日市市小林町３００２－２
四日市市城山町７－４６
四日市市西坂部３５９３－１５
四日市市赤水町１０００－１
四日市市千代田町４７１
四日市市川島町１０３５－２
四日市市大宮西町１０－５
四日市市大宮西町１６－１１
四日市市大矢知町１００７－１
四日市市滝川町１３－１０
四日市市東坂部町１５７８－１
四日市市楠町南五味塚１９７－３
四日市市楠町南五味塚８６８－１
四日市市日永１－１２－５
四日市市日永１－７－２１
四日市市日永４－２－４１
四日市市泊小柳町４－１１
四日市市泊小柳町４－５
四日市市八王子町２４７６
四日市市尾平町字天王川原１８０５
四日市市富士町８－１５
四日市市富州原町２－４０
四日市市富州原町２－４０
四日市市浮橋２－４－１７
四日市市万古町２－３２
志摩市志摩町和具９０１－６
松阪市駅部田１０７４－２
松阪市駅部田町１８８９
松阪市垣鼻町１６２２－１
松阪市嬉野中川町７２０－２
松阪市久米町１０６０－１
松阪市魚町１７３５

電話番号
0594-31-6463
0594-31-6111
0594-25-0670
0594-42-0231
0594-45-0740
0594-22-3585
0594-23-6588
0594-22-0529
0594-87-5164
0594-31-5115
0593-93-2313
0593-93-2071
0593-93-2561
0593-93-1724
059-394-4761
0593-96-0521
059-361-4121
059-361-2888
059-359-1505
059-345-2638
059-352-4358
059-351-0164
059-321-3537
059-331-7277
059-331-3708
0593-38-0289
059-328-1059
059-365-3745
059-345-0757
059-331-5588
059-331-3412
059-321-2510
059-331-7513
059-331-0429
0593-26-3377
0593-65-7072
059-321-0410
059-331-7654
059-332-7461
059-365-5727
059-331-0813
059-329-5432
059-397-2316
059-397-2145
059-345-2092
059-345-2575
059-346-8111
059-349-5821
059-346-8501
059-321-0397
059-330-0600
059-334-9111
059-361-6000
059-361-5000
059-321-1207
059-331-0239
0599-85-0308
0598-23-5287
0598-21-1743
0598-21-6937
0598-42-1128
0598-56-9550
0598-21-0894

店名
ＢＩＧ ＯＮＥ
川久自転車店
西田商会
服部モータース
㈲池村商会
うさみサイクル
m&m cycle factory
ｻｲｸﾙﾊｳｽミヤタ 小津店
枝川自転車商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰバロー 松阪店
仲自転車商会
㈱平井商店
㈲田中自転車商会
宮木自転車店
西山自転車商会
イオン 松阪店
サイクルハウス ミヤタ
イナバヤ自転車店
桜モータース
サイクルショップ松島
スギノサイクル
㈲笠原商会
サイクルショップ森
池田自転車店
小林自転車店
大西自転車店
池下商会
金谷自転車商会
㈱西村モータース
沢自転車店
イオン 明和店
自転車 ミユキ
村田輪店
岸モータース
杉本商会
田端自転車店
谷口自転車商会
サイクルビータ
中西サイクル商会
前田商会
(資)矢田自転車商会
稲本サイクル
レジャーサイクル
田辺サイクル
神田サイクル
長谷川モータース
前川自転車商会
cycle staition sky
ハシモトサイクル
サカグチサイクル
トミナガサイクル
夢さいくる４５
イオン 久居店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 津北店
佐野モータース
雲井商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰﾒｶﾞｽﾄｱ 久居ｲﾝﾀｰ店
田中モータース
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 津南店
オートバックス 津店
イオンバイク 津店
ホンダ丸善商会
サイクルショップ ナカガワ

住所
松阪市古井町４４８－１
松阪市黒田町１６５１
松阪市佐久米町２７９－１
松阪市市場庄町７４８－１
松阪市射和町２９５－１
松阪市春日町１－１２８
松阪市小黒田町４４０－２
松阪市小津町４２７－１
松阪市小野江町３３７
松阪市松崎浦町１９０
松阪市新座町１１２７
松阪市新町１０１４
松阪市清生町４４５－１
松阪市清生町７０９－４
松阪市西黒部町１７８３－１
松阪市船江町１３９２－２７
松阪市大黒田町１８１８－４
松阪市茶与町４８
松阪市茶与町４８－２
松阪市東町２８８－４
松阪市南町２７５－５
松阪市日野町７４６－１
松阪市豊原町１１３７－８
松阪市本町２１６３－１
松阪市立野町２３８－１
多気郡多気町下出江１９８２
多気郡多気町五佐奈３７７－２
多気郡明和町金剛坂９２２－２
多気郡明和町大淀甲２４６７－１
多気郡明和町竹川７６２－１１
多気郡明和町中村１２２３
鳥羽市大明西町１５－１４
津市安東町中跡部２１５
津市安濃町荒木５２８－２
津市安濃町浄土寺１４８６－２４
津市一志町其村７５６
津市一志町大仰８６－３
津市一身田町１９６－１
津市稲葉町２３８１－５
津市羽所町６１５
津市栄町３－２７７
津市乙部１５－２
津市河芸町上野６４８－１１
津市河芸町上野７５３
津市河芸町上野８１８
津市河辺町２２８
津市久居戸木町２０２０
津市久居射場町４４
津市久居新町１０２２
津市久居新町７４１
津市久居東鷹跡町１３７６
津市久居明神町２２９７－２
津市久居明神町風早２６６０
津市栗真町屋町１７０８
津市芸濃町楠原１１６５
津市芸濃町椋本５０３８－１
津市戸木町７８６９－１
津市港町１４－２６
津市高茶屋小森町２６５－１
津市高茶屋小森町大新田２８５３－１
津市桜橋３－４４６
津市上浜町３－１５２－１４
津市上弁財町津興３１７２

電話番号
0598-52-4852
0598-21-2881
0598-51-0250
0589-56-2059
0598-29-2125
0598-26-6893
090-3567-4157
0598-56-9577
059-856-3180
0598-50-3110
0598-21-1961
0598-21-5335
0598-51-0907
0598-51-9694
0598-52-0149
0598-52-4711
0598-21-2515
0598-21-1078
0598-21-0863
0598-51-6157
0598-23-6885
0598-21-1575
0598-28-4588
0598-21-2763
0598-23-2431
0598-49-2098
0598-37-2252
0596-52-5714
0596-55-2183
0596-52-5337
0596-55-6200
0599-26-3910
059-227-8429
059-268-2413
059-268-2117
059-293-2269
059-293-2553
059-236-5380
059-252-1115
059-227-0728
059-226-2525
059-228-5971
059-245-4630
059-245-5209
059-245-0168
059-228-5067
059-255-2578
059-255-4511
059-255-2940
059-255-2730
059-255-4379
059-259-0888
059-255-1811
0592-33-5811
059-265-3085
059-265-5810
059-254-3315
059-228-9577
059-238-1555
059-234-7778
070-6449-3128
059-226-6767
059-227-6931

店名
丸山モータース
サイクルハウス シブヤ
タバタサイクル
(資)ナイトー
別府商会
山岡オートショップ
ＤＣＭカーマ 津藤方店
マイクルアルファー
ＤＣＭカーマ 津新町店
嶋サイクル商会
浅井自転車店
岡田モータース
㈲木村自転車商会
㈲脇谷モータース
松田自転車商会
玉城モータース
㈲河村商会
地案自転車商会
中辻自転車店
山本輪店
近藤商会
松井モータース自転車店
さらや商会
大倉自転車商会
オリエンタル商会
井谷モータース
細川サイクル商会
イオン 名張店
スーパービバホーム 名張店
ジュンテンドー 名張店
沢田モータース
水野サイクル商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鈴鹿店
市川自転車店
サイクルショップサカザキ
モリサイクルショップ
松屋商会
アイハラホンダ
ナカガワサイクル
市川自転車商会
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 鈴鹿店
イオンバイク 鈴鹿店
ＤＣＭカーマ 鈴鹿中央通店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鈴鹿中央店
長谷自転車店
林自転車商会
伊坂自転車店
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾞｵﾝ 鈴鹿店
辻岡サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰバロー 鈴鹿店
ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ ウエスギ
中島商会
ベルハンター 白子本店
サイクルショップ堀内
イオン 白子店
ＤＣＭカーマ 鈴鹿店

住所
津市新町２－１１－２８
津市西丸之内１２－４
津市大倉１１－２８
津市大倉４－２３
津市大里窪田町２７１６－９
津市藤方２５９８－４
津市藤方９８５－１
津市南中央５－１４
津市博多町１３６－１
津市白山町川口２３８７－３
津市白山町藤３１７
津市白山町八対野１０６２
津市八町２－３－１
津市美杉町下之川１９８２－１
度会郡玉城町佐田１３－４
度会郡玉城町佐田８４９－３
度会郡南勢町神津佐１１５８－８
南牟婁郡紀宝町成川５３２－１５
南牟婁郡御浜町阿田和６１１３－６
飯南郡飯南町横野２２－１
飯南郡飯南町粥見３６９８－１
飯南郡飯南町深野３７００－４
尾鷲市朝日町１０－５
尾鷲市林町１０－２
北牟婁郡紀北町海山区引本浦３４０
北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島２０８６－１３
名張市桔梗が丘３番町２－６８－２
名張市元町３７６
名張市瀬古口３５０
名張市蔵持町原出５０５
鈴鹿市伊船町１６５３－３
鈴鹿市加佐登１－１３－４０
鈴鹿市岸岡町北新田２０５６－１
鈴鹿市御薗町２３９７
鈴鹿市江島本町３２－１０
鈴鹿市国府町２２７１－１
鈴鹿市国分町４５６－１８
鈴鹿市算所１－１４－３２
鈴鹿市自由ヶ丘１－１７－２９
鈴鹿市秋永町９８８－１
鈴鹿市住吉町８９１０
鈴鹿市庄野羽山４－１－２
鈴鹿市庄野羽山４－２０－２
鈴鹿市庄野共進２－７－７
鈴鹿市神戸２－１０－１２
鈴鹿市須賀３－４－３
鈴鹿市西条１－１－２２
鈴鹿市西条４－１０４
鈴鹿市中旭ケ丘２－７－４０
鈴鹿市東旭が丘２－１－３１
鈴鹿市東旭ケ丘町３－１－４
鈴鹿市東磯山２－２０－２９
鈴鹿市南江島町１０－３
鈴鹿市南堀江２－１０－３
鈴鹿市白子駅前９－２０
鈴鹿市北玉垣町字中野７８４

電話番号
059-228-6930
059-228-6391
059-227-0422
059-226-7110
059-232-2129
059-225-3344
059-222-2920
059-228-5462
059-222-1230
059-262-0056
059-262-3147
059-262-2109
059-228-6936
059-276-0211
0596-58-3072
0596-58-3234
05996-6-0377
0735-22-0745
05979-2-2126
05983-2-2069
05983-2-7481
0598-32-2360
05972-2-2007
05972-2-0476
0597-32-0233
05974-7-1379
0595-65-0416
0595-63-5241
0595-62-3000
0595-64-8680
059-371-0277
059-378-0021
059-380-0287
0593-72-0024
0593-86-0600
059-378-9211
0593-74-1362
0593-78-0008
059-374-3151
0593-86-2416
059-375-2211
059-375-0777
059-375-0235
059-375-3900
0593-82-1232
059-382-0628
0593-82-0115
059-389-6150
0593-86-6035
059-380-0200
0593-86-1491
0593-86-0243
059-388-6088
0593-85-4801
059-387-1111
059-369-0777

