自転車安全整備店（宮崎県）
平成29年02月01日
店名
大牟田サイクル商会
大門サイクル商会
(資)田中自転車店
トオル輪業
富野輪業
横山自転車商会
上杉自転車商会
山本自転車商会
林田自転車店
サイクルショップさとう
田口自転車商会
藤川輪業(資)
スーパーコンボ 南延岡店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 延岡店
サイクルセンター藤川
谷川モータース
甲斐モータース
中央輪業
チカラ輪業
大久保サイクル
イオンバイク 宮崎神宮店
柴田自転車店
KOKUA Bicycle
ナショナルショップ フルサワ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宮崎店
宮元サイクル
松山商会
㈱黒岩オートサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南宮崎店
スズキオートショップ カサムラ
ナスサイクル
㈲黒岩商会
二輪ショップ ヤマモト
自転車QQ隊
石川自転車商会
奈須自転車店
久吉自転車店
きじまじてんしゃ
イオン 宮崎店
宮崎自転車店
原自転車店
坂本自転車店
素尚自転車商会
岡元自転車商会
ひだかオートサイクル
市原自転車商会
本田商会
長友自転車商会
田中自転車商会
ノリック
中島サイクル
田中自転車店
バイクショップ太郎
高橋自転車商会
田川自転車商会
イオン 南宮崎店
いちろく本店
井野自転車商会

住所
えびの市大字栗下１６４－２
えびの市大字向江７１８－５
延岡市愛宕町３－２１５８－２
延岡市愛宕町３－４５６８－３
延岡市稲葉崎町４－２３９４
延岡市山下町２－５－２１
延岡市出北１－２５－１７
延岡市出北２－３－７
延岡市中川原１－４６００－８
延岡市中川原町３－５００９－２７
延岡市中川原町３－６－３
延岡市博労町２－２８
延岡市浜町４７９２
延岡市別府町４４１３
延岡市北一ヶ岡４－５－１
延岡市北方町川水流卯１５０５－２
延岡市北方町曽木子２３２３－２
延岡市本町２－３－１１
延岡市野地町３－３４２２
宮崎市阿波岐原町火切塚１４１８
宮崎市下北方町常盤元１０２６－３
宮崎市丸山２－１０２
宮崎市希望ケ丘２－２１－１２
宮崎市吉村町江田原甲２５６－５
宮崎市吉村町寺ノ下甲２３２３－１
宮崎市吉村町平塚甲１８３７－１
宮崎市熊野１０３４６
宮崎市源藤町九日市２７２－２
宮崎市恒久１５２６－１
宮崎市恒久南３－３－７
宮崎市江平東町８－２３
宮崎市高岡町下倉永９１－１
宮崎市高岡町五町３３９－１
宮崎市高岡町五町９４－３
宮崎市佐土原町下那珂１９９５－６
宮崎市佐土原町下那珂８０２６
宮崎市糸原２４４８
宮崎市城ヶ崎３－２３－２
宮崎市新別府町江口６６２－１
宮崎市神宮１－３１４
宮崎市神宮西１－５
宮崎市神宮西２－１７７
宮崎市瀬頭２－５－１０
宮崎市清水２－１１－１８
宮崎市清武町加納３－２１
宮崎市清武町今泉甲７０２５
宮崎市清武町船引１３３
宮崎市清武町船引１７８
宮崎市大橋２－１１９－１
宮崎市大字郡司分丙９９６４－７
宮崎市大字恒久１２０５－１
宮崎市大字恒久１５５３－４
宮崎市大塚町窪田３３１５－１
宮崎市大塚町樋ノ口１９６９－２
宮崎市大塚町乱橋４５４１－３
宮崎市大淀４－７－３０
宮崎市中村西２－１０－２３
宮崎市田野町乙９３５３－１４

電話番号
0984-35-1144
0984-37-1751
0982-32-3019
0982-32-6011
0982-21-3555
0982-35-2591
0982-34-4433
0982-33-3971
0982-32-4721
0982-32-5919
0982-32-6534
0982-35-2243
0982-21-8955
0982-28-0020
0982-37-6254
0982-47-2032
0982-47-2054
0982-35-6677
0982-33-2601
0985-27-1931
0985-35-2571
0985-23-3738
070-5403-1338
0985-29-4055
0985-35-2612
0985-24-6957
0985-58-0034
0985-53-9196
0985-64-0596
0985-51-3565
0985-24-1075
0985-82-1103
0985-82-0058
090-1800-8806
0985-73-5855
0985-74-1372
0985-41-0022
0985-51-3668
0985-60-8350
0985-24-8778
0985-23-6848
0985-23-4454
0985-23-2584
0985-22-2966
0985-85-6032
0985-85-1067
0985-85-0157
0985-85-1155
0985-29-4429
0985-50-2248
0985-51-4643
0985-51-2656
0985-54-6660
0985-51-3951
0985-51-9100
0985-51-3166
0985-51-1616
0985-86-0055

店名
井野サイクルショップ
えのきサイクル
HINOサイクル 天神山通り店
泉自転車商会
コウモトサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宮崎神宮店
サイクルハウス ドレミ
車楽屋輪店
山下サイクル商会
二宮自転車商会
古川自転車商会
ホームワイド 高鍋店
サイクルショップ イノウエ
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 高鍋店
清家モータース
岡田自転車店
サイクルショップ カナマル
藤髙モータース
東郷自転車店
岩沢サイクル
髙木自転車商会
岩田自転車商会
㈲奥口商店
岩崎モータース
伊藤自転車ポンプ商会
緒方自転車商会
甲斐オートサイクル
サイクルショップくぼ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 都城店
イオン 都城駅前店
おきみず
下村自転車商会
都城輪業㈱
丸目自転車商会
サイクルショップたけもと
自転車のよこやま
徳永自転車商会
㈲広池サイクル
田原自転車商会
大久保商会
(資)久保自転車店
堂園商会
㈲清水モータース
黒木商会
㈱村岡ホンダ販売
うけぜ自転車商会
東自転車店
富島自転車商会
畝原自転車店
ミスターマックス 日向店
安倍自転車店
サイクルショップ ビーポップ
坂元自転車商会
古沢サイクル
サイクルショップおがた
鈴木自転車店
西村自転車商会
原口自転車店

住所
宮崎市島之内２２９９
宮崎市東大淀１－７－２６
宮崎市福島町３－４５－１
宮崎市堀川町９６－１
宮崎市本郷２－９－３
宮崎市矢の先町８－１
宮崎市柳丸町１１７－２
宮崎市和知川原２－１３９-1F
串間市大字串間１５００
串間市大字西方５４４２
串間市大字奈留６５０１
児湯郡高鍋町大字北高鍋２１００－４５
児湯郡高鍋町北高鍋１０９１－１
児湯郡高鍋町北高鍋４７１９
児湯郡新富町大字新田１５２５－２６
児湯郡新富町富田南１－８９
児湯郡都農町大字川北５０９２
児湯郡木城町大字高城１２０３
小林市細野１９４－１
小林市大字細野３９９－４
小林市野尻町紙屋１９４０－１
西諸県郡高原町大字西麓５１５－１５
西都市小野崎１－６１
西都市大字下三財３３０７－５
西都市大字三納３２０１－４
西都市大字鹿野田５０４７－１
西都市大字南方３３１９－８
都城市一万城町２９－１
都城市栄町２７－１４５
都城市栄町４６７２－５
都城市吉尾町２０７３－４
都城市高木町４５５１
都城市小松原町１１－１０
都城市上川東１－３－１７
都城市前田町１４－１７
都城市鷹尾５－１－２１
都城市東町９－１８
都城市平江町２－１５
東臼杵郡美郷町南郷区神門１０１４－３
東臼杵郡美郷町北郷区宇納間４６
東臼杵郡門川町東栄町２－１－２５
東諸県郡綾町大字南俣４９３－３
東諸県郡綾町大字入野３３５６
東諸県郡国富町大字本庄４５１２－９
東諸県郡国富町大字本庄４８５６－３
日向市原町４－１２１
日向市江良町４－５３
日向市上町３－２４
日向市東郷町山陰丙１５１０－５
日向市日知屋１４７９８－１
日向市美々津町２８９１
日向市北町３－９
日南市西弁分５－１１－３
日南市大字星倉３４４９－４
日南市木山１－１－６
日南市木山１－４－１７
北諸県郡三股町大字樺山３１２１－６
北諸県郡三股町大字蓼池３５０４－１

電話番号
0985-39-1601
0985-51-4550
0985-50-5508
0985-25-4351
0985-56-0816
0985-61-7855
0985-32-2221
0985-86-8011
0987-72-2066
0987-72-1073
0987-74-1152
0983-23-4370
0983-22-2208
0983-26-1781
0983-33-0254
0983-33-2215
0983-25-0254
0983-32-2550
0984-22-5355
0984-22-4532
0984-46-0134
0984-42-1263
0983-43-0445
0983-44-5213
0983-45-1003
0983-44-5740
0983-43-0703
0986-22-0432
0986-46-3832
0986-23-7000
0986-38-6190
0986-38-1682
0986-22-0742
0986-22-5588
0986-22-0926
0986-22-1841
0986-22-6366
0986-22-0375
0982-59-0111
0982-62-5017
0982-63-1134
0985-77-0177
0985-77-0214
0985-75-2232
0985-75-2148
0982-52-2021
0982-52-5575
0982-52-2424
0982-69-2507
0982-53-5251
0982-58-0147
0982-53-5630
0987-22-3532
0987-25-9533
0987-22-2241
0987-22-3989
0986-52-1896
0986-52-3824

