自転車安全整備店（宮城県）
平成29年02月01日
店名
小形輪業商会
㈱金山自動車
折本輪業商会
末廣堂輪業
前山輪業商会
斎藤輪業
八島自動車
㈲大石自動車商会
髙橋輪業商会
一條商会
佐藤輪業商会
DCMホーマック 小牛田店
DCMホーマック 涌谷店
高橋サイクル商会
サイクルライブいのうえ
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 涌谷店
㈲鈴木屋輪業商会
サイクルドクター カエル
イトー輪業商会
あべ輪
DCMホーマック 塩釜店
野口商会
菅原輪業商会
㈲カーサポート高橋
㈲中川ホンダ
三浦輪業
佐々木輪業商会
DCMホーマック 中新田店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 加美店
㈲堀越モータース
安倍マシン商会
沢田輪業
斎分輪業商会
氏家輪業
雲走輪業商会
佐藤輪業商会
小山輪業商会
斉国輪業商会
牛沢輪業
㈲高倉自動車
菅原輪業商会
三澤屋自転車店
㈲伊藤モータース
佐藤輪業商会
佐藤輪業商会
渡邊自転車店
渡辺輪業商会
村上サイクル
松木輪業商会
大島輪業
廣野輪業商会
エビナ輪業商会
イオンバイク 気仙沼店
DCMホーマック 気仙沼南店
小山輪業商会
DCMホーマック 気仙沼店
鈴正輪業
DCMホーマック 利府店

住所
伊具郡丸森町舘矢間舘山字北妻５３
伊具郡丸森町金山字西新田１２０
伊具郡丸森町字町東１５
伊具郡丸森町字町東６７
伊具郡丸森町字町東８０
伊具郡丸森町字片岸２４
伊具郡丸森町大張大蔵字大蔵畑６８－２
伊具郡丸森町大内字下田辺１
伊具郡丸森町大内字中平３－２
遠田郡美里町牛飼字新町６－２
遠田郡美里町大柳字高出４－１
遠田郡美里町北浦字新苗代下１３
遠田郡涌谷町字渋江１９５－１
遠田郡涌谷町字本町２３－５
遠田郡涌谷町本町７３
遠田郡涌谷町涌谷字洞ｹ崎５
塩釜市宮町４－２２
塩釜市字庚塚９７－２
塩釜市藤倉２－１４－４８
塩釜市北浜２－１２－２６
塩竈市海岸通１５－１３
牡鹿郡女川町浦宿浜字原４６
加美郡加美町菜切谷字原１６－２６
加美郡加美町菜切谷字菜切谷前１３－１
加美郡加美町字下原５４－２
加美郡加美町字大門６０－３
加美郡加美町字南町１９３－１
加美郡加美町上狼塚字永代地１００
加美郡加美町赤塚１７８
加美郡加美町大門７０－１
加美郡色麻町黒沢字土利壇２０－１２２
加美郡色麻町四釜字町１
角田市横倉字明地１９８－１
角田市岡字古町１１９－７
角田市角田字町１０７－３
角田市角田字町９１－７
角田市角田字田町１０６－７
角田市角田字裏町１５６－１０
角田市高倉字新町１４０－１
角田市高倉字新町２００
角田市尾山字荒町４４
刈田郡蔵王町宮字町６７
刈田郡蔵王町大字円田字駅内１３－５
岩沼市栄町２－７－３７
岩沼市押分字奥山１５２－１
岩沼市館下３－２－５
岩沼市松ケ丘２－５－３
岩沼市中央１－２－７
岩沼市本町８－４
気仙沼市字高井２１９－５
気仙沼市松崎萱９９－７
気仙沼市上田中２－１－８
気仙沼市赤岩舘下６－１外
気仙沼市赤岩舘下７１－９
気仙沼市東八幡前１４６
気仙沼市東八幡前７０－２
宮城郡七ケ浜町東宮浜字鶴ケ湊７４－１
宮城郡利府町字新大谷地２０－１

電話番号
0224-72-2014
0224-78-1021
0224-72-1245
0224-72-1152
0224-72-2461
0224-72-1213
0224-75-2126
0224-79-3150
0224-79-2132
0229-32-2370
0229-58-0067
0229-34-2380
0229-44-2351
0229-42-2161
0229-42-2308
0229-44-1181
022-366-3810
022-364-5316
022-366-6718
022-363-1640
022-361-5385
090-8255-6874
0229-63-3763
0229-63-5530
0229-67-3010
0229-63-3458
0229-63-2010
0229-63-7502
0229-64-1311
0229-64-1750
0229-65-3741
0229-63-2196
0224-62-1265
0224-68-2043
0224-62-2101
0224-62-1395
0224-62-1252
0224-62-2405
0224-65-2222
0224-65-2165
0224-62-1616
0224-32-2714
0224-33-2653
0223-22-3287
0223-22-3261
0223-22-2880
0223-22-2816
0223-22-2355
0223-22-2622
0226-28-2379
0226-22-2255
0226-24-1331
0226-22-8511
0226-24-7211
0226-22-1373
0226-23-3611
022-366-4834
022-767-4344

店名
小沢輪業商会
鈴木輪業
イオンバイク 利府店
丸正輪業商会
まるせん輪業
ユニバーサルトライク
早輪自転車商会
DCMホーマック 金成店
阿部輪業商会
カスカワ輪店
サイクルセンター カノ
㈲ 成輪
菅英輪店
菅峻輪業商会
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 栗原志波姫店
沼倉輪業
岡本輪業商会
岩渕輪業商会
相馬輪業 若柳店
片倉輪業商会
佐々木輪業商会
大槻輪業商会
堀輪業
ビバホーム 築館店
髙橋輪業
斉藤輪業
佐藤輪業
車塚輪業
関輪業商会
児玉輪業商会
桜井輪業
㈲大友モータース
㈲佐藤サイクル
藤田輪業商会
㈲吉岡モーター
サンデー 大和吉岡店
浅輪商会
八巻モータース
大友輪業商会
カインズホーム 仙台富谷店
犬飼輪業商会
イオン 富谷店
イオンパイク 船岡店
ダイシャリン 船岡店
津田自転車店
笠松輪業商会
阿部輪業
DCMホーマック 柴田店
ヤマキ自転車店
水上自転車店
㈲オートショップ キタヤ
宍戸輪業商会
平山輪業商会
小池輪業商会
志村輪業商会
ダイユーエイト 大河原店
イオン 石巻店
DCMホーマック 石巻東店
よしの輪業商会
DCMホーマック 石巻蛇田店
佐藤ホンダ
中村サイクルセンター
ダイシャリン 石巻店

住所
宮城郡利府町森郷字新町浦４８
宮城郡利府町神谷沢字化粧坂８２－１
宮城郡利府町利府字新屋田前２２
栗原市一迫字三嶋１８－１
栗原市一迫真坂中町５
栗原市一迫町真坂字松の木４４
栗原市金成沢辺町３１
栗原市金成津久毛字小迫荒崎７３
栗原市栗駒稲屋敷坂下３９－１
栗原市栗駒岩ケ崎上小路６９
栗原市栗駒岩ケ崎八日町３３－１
栗原市栗駒岩ケ崎八日町３３－１
栗原市栗駒岩ケ崎茂庭町４４
栗原市栗駒岩ケ崎六日町２８
栗原市志波姫新熊谷１１
栗原市若柳字川南南大通１５－２５
栗原市若柳字川北新町５７－１
栗原市若柳字川北中町２７
栗原市若柳字川北塚の根８－３
栗原市瀬峰桃生田３０
栗原市瀬峰藤沢字下藤沢１８７－６
栗原市瀬峰藤沢字瀬嶺１５６
栗原市築館伊豆２－１４－５
栗原市築館下宮野中田５４ｸﾚｯｾつきだて内
栗原市築館下宮野町９８－４
栗原市築館青野１－２
栗原市築館木戸１６－７
栗原市築館薬師３－７－８
黒川郡大郷町中村字原町９－１
黒川郡大郷町粕川字新砂河原２１０
黒川郡大衡村大衡字河原６４－２８
黒川郡大和町吉岡字下町６６
黒川郡大和町吉岡字古館２４－１
黒川郡大和町吉岡字志田町３５－１
黒川郡大和町吉岡字上町５６
黒川郡大和町吉岡字柳ノ町１９－１
黒川郡大和町宮床字八坊原３１－６
黒川郡大和町鶴巣北目大崎字岸１１０－４
黒川郡大和町落合舞野字一本杉１２－３
黒川郡富谷町上桜木１－１－６
黒川郡富谷町富谷字町８０
黒川郡富谷町富谷大清水１－３３－１
柴田郡柴田町西船迫２－１－１５
柴田郡柴田町西船迫２－７－７
柴田郡柴田町船岡中央２－１０－７
柴田郡柴田町船岡中央２－１１－３５
柴田郡柴田町船岡中央３－１－７
柴田郡柴田町中名生字佐野３４－４
柴田郡柴田町槻木上町１－２－７
柴田郡柴田町槻木上町３－２－３７
柴田郡川崎町川内字七曲山２３
柴田郡川崎町大字前川字本町７
柴田郡村田町大字村田字末広町１０６
柴田郡村田町大字村田字末広町３０
柴田郡大河原町字町１５
柴田郡大河原町新字東９４－１
石巻市茜平４－１０４
石巻市伊原津２－１１－５５
石巻市井内２－７５
石巻市恵み野３－４－４０
石巻市広渕字小島浦４３－２
石巻市蛇田字新沼田４５６－２４－１２新蛇田防災集団移転団地内

石巻市蛇田字新谷地前１２６－３

電話番号
022-356-3037
022-255-8520
022-349-1000
0228-52-2322
0228-52-2539
0228-52-4556
0228-42-2404
0228-42-3155
0228-45-2413
0228-45-2441
0228-45-2287
0228-45-2569
0228-45-2530
0228-45-1225
0228-21-3111
0228-32-2164
0228-32-3090
0228-32-5259
0228-32-3944
0228-38-3202
0228-38-3688
0228-38-2423
0228-22-3597
0228-21-2830
0228-22-2158
0228-22-2923
0228-22-3028
0228-22-2034
022-359-2554
022-359-2474
022-345-4231
022-345-3524
022-345-2638
022-345-2628
022-345-2320
022-345-8475
022-346-2248
022-343-3741
022-345-2842
022-348-5111
022-358-2204
022-779-0808
0224-55-5581
0224-54-1001
0224-54-1476
0224-54-1138
0224-55-0627
0224-57-0022
0224-56-2666
0224-56-1651
0224-84-2006
0224-84-2062
0224-83-2144
0224-83-2201
0224-52-4254
0224-52-0282
0225-92-1333
0225-94-7670
0225-93-7614
0225-23-5910
0225-73-2164
0225-22-3937
0225-95-6351

店名
櫻井輪業商会
菅浪輪業商会
佐藤輪業商会
佐藤輪業商会
丸石ホンダ商会
草野輪業商会
㈱遠藤親輪商会
阿部輪業商会
山口輪業商会
(資)木村自転車商会
DCMホーマック 石巻店
佐藤モータース
ビバホーム 石巻店
田中サイクル
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 石巻東店
本郷自転車店
乗物ショップ オバタ
嶺岸輪業商会
仁木輪業商会
セオサイクル 仙台宮城野店
㈱下山輪業商会
三嶋輪業商会
FERGIE CYCLE
イオン 仙台幸町店
ロードスター ミウラ
ダイシャリン 東仙台店
㈱ｱｲﾘｽﾌﾟﾗｻﾞ ダイシン幸町店
カインズホーム 仙台港店
モーターサイクル パークトーブ
㈲サイトーオート
㈲マコトレジャーハウス
ＹＯＵ ＳＨＯＰ サトウ
㈲サイクルパーク ハンザワ
梅津輪業商会
菅原輪業商会
堀江輪業商会
木村輪業
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ仙台
ガレージ 一本杉
バイクドクター510
川辺輪業商会
㈱ツゲ自転車店
㈲菊英輪業商会
ダイシャリン 若林店
山田輪業店
宮城輪業㈱
バイクショップよつば
㈱いたばしオートショップ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 仙台大和町店
じてんしゃ村
サイクルショップごとう
シクロサトウ
イオンバイク 仙台六丁の目店
愛輪社
ハヤサカサイクル 旭ヶ丘店
佐藤輪業商会
㈲イング
三浦輪業商会
サイクルショップ庄司
自転車修理工房rim
佐々木サイクル商会
サンデージョイ 愛子店
ビバホーム 荒巻店

住所
石巻市蛇田字西道下１４２－２市営あけぼの復興住宅C-108号

石巻市川口町２－１－７２
石巻市前谷地字中埣９８－２
石巻市相野谷字五味前２－５
石巻市相野谷字飯野川町５１－２
石巻市大街道西２－１－１１
石巻市渡波町３－１－１６
石巻市渡波町３－４－５３
石巻市東中里２－４－４
石巻市南中里１－６－２１
石巻市南中里２－８－１
石巻市北上町橋浦字大須６７－１
石巻市門脇二番谷地１３－８５
石巻市立町１－１－１
石巻市流留字七勺１－１
仙台市宮城野区栄４－３－２４
仙台市宮城野区燕沢２－１０－４５
仙台市宮城野区岡田字前田８６－４
仙台市宮城野区岩切字畑中６３
仙台市宮城野区銀杏町３９－９
仙台市宮城野区原町２－３－１１
仙台市宮城野区原町３－２－４４
仙台市宮城野区原町５－３－４４森ﾋﾞﾙ101
仙台市宮城野区幸町５－１０－１
仙台市宮城野区新田１－１２－１０
仙台市宮城野区新田３－２１－１
仙台市宮城野区大梶７－５
仙台市宮城野区中野３－５－６
仙台市宮城野区中野４－８－１
仙台市宮城野区中野字牛小舎５５－４
仙台市宮城野区中野字神明１６２－５
仙台市宮城野区鶴ケ谷１－３６－２０
仙台市宮城野区東仙台５－３５－３３
仙台市宮城野区二の森３－４２
仙台市宮城野区福室７－３－１
仙台市宮城野区福田町１－２－１９
仙台市宮城野区平成２－６－３４
仙台市宮城野区榴ケ岡１－２－１３
仙台市若林区一本杉町８－７
仙台市若林区遠見塚２－２６－１０
仙台市若林区遠見塚２－２７－１
仙台市若林区五橋３－５－２５
仙台市若林区若林２－２－２
仙台市若林区若林５－１１－２３
仙台市若林区上飯田４－１０－７
仙台市若林区新弓ノ町４７
仙台市若林区新寺３－２－１０
仙台市若林区新寺４－７－１４
仙台市若林区大和町１－２２－３０
仙台市若林区中倉３－１８－２５-102号
仙台市若林区白萩町２２－５
仙台市若林区連坊１－１２－１５
仙台市若林区六丁の目南町８－１４
仙台市青葉区愛子東６－３－３１
仙台市青葉区旭ケ丘１－３－１
仙台市青葉区一番町１－１０－２６
仙台市青葉区一番町１－１１－２１
仙台市青葉区一番町１－１１－３４
仙台市青葉区宮町３－８－３５
仙台市青葉区宮町４－５－４３山十ﾋﾞﾙ102号
仙台市青葉区郷六字館３１－１
仙台市青葉区栗生７－１３－１
仙台市青葉区荒巻本沢２－１－１

電話番号
0225-23-1733
090-8618-2617
0225-72-2239
0225-62-2201
0225-62-2222
0225-93-4006
0225-24-0155
0225-24-0966
0225-22-6826
0225-23-0328
0225-22-7071
0225-67-3262
0225-95-1800
0225-22-0977
0225-25-3337
022-259-3437
022-252-1923
022-258-2379
022-255-8524
022-231-6711
022-256-5445
022-256-7251
022-702-2647
022-292-1001
022-284-1810
022-284-0679
022-292-1682
022-388-6611
022-258-9105
022-258-2367
022-258-9878
022-251-0673
022-256-1750
022-256-5033
022-258-0650
022-258-0728
022-231-1968
022-295-1010
022-286-2914
022-285-2794
022-286-7698
022-222-4932
022-286-5255
022-286-5151
022-289-5325
022-227-2448
022-256-4205
022-256-0311
022-782-4070
022-235-8520
022-231-2882
022-352-8413
022-287-2373
022-392-2236
022-276-3050
022-262-3021
022-266-8770
022-223-1945
022-223-1402
022-281-8569
022-226-2355
022-392-8933
022-279-6426

店名
サイクルメイト シラサワ
福田サイクル
半沢サイクルショップ
渡辺自転車店
㈱早坂サイクル商会
たかはしサイクル
菅沢サイクル商会
早坂サイクル商会 大手町店
㈱自転車の山口屋
㈲丹野輪業商会
イオン 仙台店
ハヤサカサイクル 仙台中央店
サカツオートサイクル
二輪工房 佐藤
佐々木輪業
村山輪業商会
㈲丹野輪業商会 黒松店
DCMホーマック 南吉成店
アベサイクル
㈱ティーズ
ハヤサカサイクル 八幡町店
和泉輪業商会
熊谷輪業商会
サイクルショップ イズミ
イオンバイク 市名坂店
サイクルショップ山長
カマタサイクル 本店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 仙台泉店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 仙台中山店
ハヤサカサイクル 泉ﾊﾞｲﾊﾟｽ ｱﾈｯｸｽ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 仙台松森店
DCMホーマック 泉店
イトーヨーカドー 仙台泉店
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢店
ダイシャリン 長命ケ丘店
ダイシャリン 泉店
村山サイクル商会
佐藤輪業商会
イオンバイク 仙台中山店
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 鈎取店
シナネンサイクル㈱
YSP仙台
イオンバイク 仙台長町店
ダイシャリン 長町店
きくちサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 仙台長町店
平田輪業
ながまち自転車
サイクルハウス サイ
ﾎﾝﾀﾞ宮城販売㈱ﾓﾄﾗｲｳﾞ.オーツー
ポンポートあさはら
八木山ホンダ エンドーサイクル
ＹＯＵ ＳＨＯＰ あんどう
ダイシャリン 多賀城店
DCMホーマック 多賀城東店
せきサイクルショップ
DCMホーマック 城南店
鎌田オートサイクル
鈴木輪業店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 多賀城店
イオンバイク 多賀城店
佐藤輪業商会
横山輪業商会

住所
仙台市青葉区桜ケ丘５－１２－１８
仙台市青葉区三条町１２－７河東田BLD1F中
仙台市青葉区昭和町４－８
仙台市青葉区上杉３－６－１４
仙台市青葉区上杉４－４－１
仙台市青葉区川平４－２６－３３
仙台市青葉区台原２－１３－６
仙台市青葉区大手町９－１
仙台市青葉区大町２－１５－４０
仙台市青葉区大町２－７－１２
仙台市青葉区中央２－３－６
仙台市青葉区中央２－４－６
仙台市青葉区中山２－５－３６
仙台市青葉区通町２－１－３
仙台市青葉区通町２－１７－１７
仙台市青葉区東照宮１－７－２２
仙台市青葉区藤松３－２
仙台市青葉区南吉成３－１－２０
仙台市青葉区八幡２－２－６
仙台市青葉区八幡３－１－４４
仙台市青葉区八幡４－５－１７
仙台市青葉区福沢町８－２６
仙台市青葉区北山１－４－１０
仙台市泉区永和台１７－２
仙台市泉区高玉町５－４
仙台市泉区高森４－２－２８８
仙台市泉区市名坂字町３６
仙台市泉区七北田大沢台３－９－１
仙台市泉区実沢字中山南３１－８
仙台市泉区松森字後田８５－１
仙台市泉区松森字中道６２－１
仙台市泉区上谷刈４－１１－３６
仙台市泉区泉中央１－５－１
仙台市泉区大沢１－５－１ｲｵﾝﾀｳﾝ泉大沢1F
仙台市泉区長命ケ丘３－２－１１
仙台市泉区天神沢１－２－１
仙台市泉区南光台南１－４－１４
仙台市泉区南光台南３－１－４
仙台市泉区南中山１－３５－４０
仙台市太白区鈎取本町１－２１－１
仙台市太白区郡山字上野３－１
仙台市太白区郡山字籠ノ瀬４０
仙台市太白区砂押南町２－５
仙台市太白区砂押南町３－３０
仙台市太白区四郎丸字渡道９－６
仙台市太白区鹿野３－２０－３
仙台市太白区秋保町湯元字枇枢原１６－２
仙台市太白区長町１－７－３７－５
仙台市太白区長町２－１１－３８
仙台市太白区長町３－３－９
仙台市太白区東中田２－２９－１０
仙台市太白区八木山本町１－３５－８
仙台市太白区緑ケ丘 ４－４－１７
多賀城市下馬５－１－１２
多賀城市笠神５－５－２５
多賀城市高橋２－１８－１
多賀城市城南２－１４－３４
多賀城市大代１－３－９
多賀城市大代６－５－１０
多賀城市町前３－１－３
多賀城市町前４－１－１
多賀城市八幡３－１２－３６
多賀城市浮島２－１－１

電話番号
022-279-2291
022-341-1138
022-234-1605
022-223-1050
022-222-8969
022-278-9857
022-234-1303
022-261-0666
022-223-1618
022-223-2576
022-261-1251
022-398-8195
022-278-2242
022-234-0491
022-234-4832
022-234-4528
022-271-6362
022-277-4366
022-234-3468
022-225-2755
022-301-7123
022-222-0569
022-234-6530
022-372-8124
022-375-0785
022-378-0632
022-372-3535
022-771-1634
022-303-6011
022-375-8481
022-371-3870
022-772-2706
022-374-8811
022-375-3542
022-378-2965
022-373-6898
022-251-7163
022-252-0044
022-303-1873
022-307-3633
022-248-2105
022-281-9370
022-746-5633
022-246-2032
022-241-1436
022-304-2280
022-398-2616
022-248-6370
022-248-1312
022-247-0123
022-241-1326
022-229-2188
022-248-2382
022-365-0287
022-361-6117
022-368-9316
022-389-0761
022-362-2446
022-362-0514
022-361-9866
022-367-8811
022-362-0437
022-368-1773

店名
佐藤輪業商会
イオンバイク 古川店
DCMホーマック 古川店
高橋輪業商会
加藤輪業
相沢自動車整備工場
ジャンボサイクルＫＵＷＡＺＯＥ
大和輪業
佐々昇サイクル
ダイシャリン 古川店
菊池輪業商会
佐恒輪業
菅原輪業商会
DCMホーマック 古川北店
中里二輪サイクル
佐々木輪業商会
斉藤サイクル
サイクルネットワ－クコーポレーション
伸光輪業
日野自転車商会
DCMホーマック 鹿島台店
佐々木自転車店
松本輪業商会
青木輪業
青沼輪業商会
鳴子スズキ
氏家モータース
DCMホーマック 石越若柳店
ダイユーエイト 登米中田店
阿部輪業商会
佐々木輪業商会
佐々木輪業商会
イオンｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 佐沼店
後藤輪業商会
DCMホーマック 佐沼店
ダイシャリン 佐沼店
㈲秋山輪業商会
千葉輪業商会
サイクルショップ武山
古関輪業商会
髙橋輪業商会
佐々正輪業
丸高輪業商会
サンデー 矢本店
富樫サイクル商会
鈴木輪業商会
末広オートサイクル
髙山輪業商会
大木輪業商会
髙橋輪店
我妻輪業
サクマ輪業
二階堂機械店
二階堂マリン
佐信輪業商会
佐藤輪業商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 名取店
髙新輪店
イオンバイク 名取手倉田店
ダイシャリン 名取店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 名取店
㈲山田輪業商会
サイクルピットたかはし

住所
大崎市岩出山字浦小路１
大崎市古川旭２－２－１
大崎市古川旭５－６－１８
大崎市古川宮沢字裏馬田町３４－２
大崎市古川小稲葉町８－２９
大崎市古川新田字大西１－５８
大崎市古川新田字中宿３１－１２
大崎市古川新堀字城野２０－７
大崎市古川諏訪２－３－１２
大崎市古川諏訪２－９－２２
大崎市古川台町４－２９
大崎市古川大崎字天望６１－４
大崎市古川沢田字三ツ江７－１
大崎市古川沢田字筒場浦１５
大崎市古川中里３－１１－６２
大崎市古川米倉字中田９－４
大崎市古川北町１－１－２６
大崎市三本木字北町５３
大崎市鹿島台町平渡字銭神２４３
大崎市鹿島台平渡字西銭神２５
大崎市鹿島台木間塚字小谷地３８０－１
大崎市松山千石字亀田４２５
大崎市松山千石字松山３６７
大崎市田尻沼部字舘浦１３
大崎市田尻沼部字富岡７４
大崎市鳴子温泉字町１１－１
登米市石越町南郷小谷地前２３３－３
登米市石越町南郷西門沖２２
登米市中田町石森字駒牽４００
登米市中田町石森字表９４
登米市中田町宝江黒沼字町３１
登米市登米町寺池九日町６１
登米市南方町新島前４６－１
登米市南方町畑岡下８７－１
登米市迫町佐沼江合３－２－５
登米市迫町佐沼字中江１－１２－６
登米市迫町佐沼字梅ノ木５－９－３
登米市迫町新田字下板橋５５－８
登米市米山町字桜岡鈴根４３－８
登米市米山町字中道前４０－１１
登米市米山町中津山字筒場内５２
登米市豊里町小口前６０－１
登米市豊里町上屋浦２１６－４
東松島市小松字上浮足４３
東松島市小野字町１１８－６
東松島市大塩字緑ヶ丘４－３－５ｸﾞﾘｰﾝ館矢本３ 応急仮設住宅85-6

白石市大川町１－３１
白石市長町１５
白石市田町１－３－２２
白石市東小路１０３－３
白石市福岡蔵本字滝下５５
白石市福岡長袋字上畑３７－１
本吉郡南三陸町歌津管の浜１８－９
本吉郡南三陸町歌津管の浜６
本吉郡南三陸町歌津字管の浜１０－１
本吉郡南三陸町入谷字鏡石１６３
名取市愛島塩手字前野田４８－１０
名取市下余田字中荷４４０－１-J-4
名取市手倉田字諏訪４６６－１
名取市植松字入生３９４
名取市増田１－１６－１３
名取市増田２－１－１２
名取市増田５－１８－５７

電話番号
0229-72-0524
0229-91-0600
0229-24-5201
0229-28-3066
0229-23-4441
0229-26-3632
0229-26-4016
0229-26-3145
0229-22-4021
0229-23-5544
0229-22-0809
0229-26-3636
0229-28-1666
0229-28-5656
0229-24-3399
0229-22-4321
0229-22-0516
0229-52-2411
0229-56-2200
0229-56-2005
0229-56-7770
0229-55-2053
0229-55-2038
0229-39-0201
0229-39-0839
0229-84-7913
0228-34-3196
0228-34-3914
0220-23-9433
0220-34-3026
0220-34-2621
0220-52-2313
0220-21-5011
0220-58-4281
0220-21-1350
0220-22-8434
0220-22-6170
0220-28-2444
0220-55-2305
0220-55-2294
0220-55-2517
0225-76-3994
0225-76-2477
0225-83-4281
0225-87-2039
0225-82-6796
0224-26-2964
0224-26-2443
0224-26-3415
0224-26-3538
0224-25-7426
0224-25-0155
0226-36-2163
0226-36-2055
0226-36-2044
0226-46-3447
022-381-0634
022-385-0153
022-784-3240
022-382-1001
022-784-4670
022-382-2622
022-382-3334

店名
DCMホーマック 名取店
イオンバイク 名取店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 新名取店
平田輪業商会
サイクルセンター スズキ
サイクルプラザ ヨコヤマ
佐藤輪業商会
田中輪業
サイクルショップ サトウ
岩渕輪業
サイクルショップかとう
カネヒラサイクル

住所
名取市田高字原５０９
名取市杜せきのした５－３－１
名取市美田園６－１４－１
亘理郡山元町山寺字山下３５
亘理郡山元町山寺字頭無１８５－２
亘理郡山元町浅生原字南山下５３－３
亘理郡山元町八手庭字横山１８
亘理郡亘理町逢隈牛袋字南谷地添１０－１
亘理郡亘理町荒浜字築港通り６－３４にぎわい回廊商店街内

亘理郡亘理町字五日町２５－２
亘理郡亘理町字五日町５８
亘理郡亘理町字台田３０－２

電話番号
022-381-4755
022-784-2021
022-384-4311
0223-37-0025
0223-37-0240
0223-37-0102
0223-37-0061
0223-34-1072
0223-35-2701
0223-34-1332
0223-34-1775
0223-34-4310

