自転車安全整備店（長野県）
平成29年02月01日
店名
ｲｵﾝﾊﾞｲｸ エルサあづみ野店
二木モータース
浅原輪店
ＹＯＵショップみずの
矢花輪業商会
上條サイクル
上嶋輪店
カインズホーム 豊科店
望月輪店
降幡サイクル商会
三沢サイクル
㈲中村モーター
㈲大沢屋自転車商会
㈲小池モータース
福田屋輪店
K-OAK
㈲三沢自転車商会
平谷自転車店
今井サイクル
ＤＣＭカーマ 岡谷店
タカヤマ サイクル
恩沢自転車店
サイクルショップ スズキ
㈲三水屋モータース
北志賀モータース
駒ヶ根モータース
今井自転車店
河上自転車店
サイクルショップ リンテーヂ
サイクルショップ萩原
柳沢自転車店
イオンバイク 佐久平店
カインズホーム 佐久平店
重野輪業
ビバホーム 佐久インター店
髙見沢商会
柳沢モータース
近藤サイクル
(資)オート・ハヤシ
井口モータース
デスポ ヤマト店
㈲MISAWA MOTORS
惣社 御小柴商会
㈲翔武
会田自動車工業
長岩ホンダ
モト・サウンズ・フルハタ
㈱ミツワ商会
横山商会
サイクル ウエイ
橘モータース
有賀サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 松本店
㈱カミヤマ
御小柴商会
小林サイクル商会
オートショップ モモ
斉藤自転車店

住所
安曇野市三郷温２７１６－１
安曇野市三郷明盛１７４２－２
安曇野市穂高７９７－５
安曇野市穂高有明１７６１－２
安曇野市豊科５６５７－１１
安曇野市豊科高家３６４６－１６
安曇野市豊科高家５２２０－２５
安曇野市豊科南穂高７７１－１
安曇野市堀金烏川５３１６－６
安曇野市明科中川手３７５９－１
安曇野市明科東川手７７４－６
伊那市境１５６６－２
伊那市山寺３１９８－１１
伊那市西町５０１１－１４
伊那市東春近中殿島２８０６－３
伊那市富県７２８７
塩尻市広丘原新田１８４－２
塩尻市贄川４１９
岡谷市赤羽１－４－８
岡谷市長地柴宮２－１－１１
岡谷市長地柴宮２－１５－６
下伊那郡阿南町新野１３２６－３
下高井郡山ノ内町大字平穏２９４１－３７
下高井郡山ノ内町平穏３２４２－２
下高井郡山ノ内町夜間瀬３０４１－３
駒ヶ根市上穂北２－４
駒ヶ根市東伊那２３２５
駒ケ根市南田４－１２
佐久市臼田１２０９－３
佐久市下越１９５
佐久市岩村田３１６８－１５
佐久市佐久平駅南11-10
佐久市佐久平駅南２５－３
佐久市前山７２４－１
佐久市大字小田井６１３－１佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ内
佐久市北川３９９－４
小県郡長和町和田２６６７－１
小諸市本町２－３－６
小諸市与良町２－３－８
松本市梓川倭２２９４－３
松本市梓川倭２３９５－６
松本市梓川倭２６７６－１
松本市横田２－１６－２
松本市横田４－６－３２
松本市会田１５４１－１
松本市会田６３－２
松本市元町３－４－３１
松本市高宮東１－１４
松本市今井２７４８
松本市笹賀７６００－２５
松本市笹賀下二子５３４８
松本市寿北７－１４－５
松本市出川３－７－２
松本市渚１－７－６３
松本市渚２－４－２０
松本市渚３－２－２
松本市松原５０－５
松本市城西２－３－９

電話番号
0263-77-6631
0263-77-2207
0263-82-7068
0263-83-2208
0263-72-2437
0263-72-5986
0263-72-3263
0263-71-1000
0263-72-4086
0263-62-2125
0263-62-2273
0265-72-4784
0265-72-2821
0265-72-3445
0265-72-4537
0265-73-4757
0263-52-1507
0264-34-2406
0266-22-2376
0266-26-0102
0266-27-7272
0260-24-2118
0269-33-2008
0269-33-2629
0269-33-2943
0265-83-2737
0265-83-4025
0265-83-3607
0267-77-7650
0267-82-2612
0267-67-3066
0267-65-8711
0267-66-3111
0267-62-3516
0267-65-7131
0267-82-5044
0268-88-2032
0267-22-1094
0267-22-0743
0263-78-2130
0263-78-4707
0263-78-0002
0263-34-3054
0263-34-1151
0263-64-2046
0263-64-3812
0263-35-2442
0263-25-7128
0263-59-2227
0263-86-7475
0263-26-2565
0263-58-2190
0263-24-0307
0263-26-7171
0263-25-2884
0263-25-6809
0263-58-9485
0263-33-7463

店名
山口サイクル
サイクルベースあさひ 松本南店
木ノ本輪店
サイクルオアシス輪
矢口輪店
㈲サイクルプラザ フクイ
桐原輪店
岡田バイシクル
㈱ピプロ 松本支店
ＹＯＵ ＳＨＯＰ かみじま
サイクルステーション コトリ
丸山輪店
奥原自転車店
サイクルショップあおき
山本輪店
倉田輪店
(資)モトスポット ヒラサワ
セフティプラザ小田切
マルイシ
桑沢自転車店
㈲清井商会
岩村輪店
モトクラブコバヤシ
増田屋商会
イオン 箕輪店
ﾊﾞｲｼｸﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｮｯﾌﾟ藤沢
(資)眞盛商店
小山サイクル商会
㈲小柳商会
小柳自転車店
松本サイクル商会
㈲ 砂山商店
ハトヤモータース
渡辺モータース
丸忠モータース
シミズモーターサイクル
オビズ サイクル
㈱バイクショップ サイトウ
松井自転車店
イオン 上田店
(資)手塚自転車商会
㈲中田商会
清水ホンダ
みすずモータース
サイクルセンター キムラ
安藤モータース
㈲掛川モータース
石神モータース
中島輪店
たけいサイクル
サイクリスト マツザワ
イオン 諏訪店
平林モータース
サイクルショップ飯田
中源モータース
清水屋自転車店
チノサイクル
柳澤商会
麻相田輪店
篠塚モータース
水野商会
小林輪業㈲
赤沼輪店

住所
松本市新村９６４－６
松本市村井町南２－２－２１
松本市村井町南３－２－１５
松本市大字島立７２１－３
松本市大手３－６－２３
松本市中央１－１４－１５
松本市中央１－１６－１４
松本市中央２－５－３１
松本市島内４２０５－１
松本市島内４５６８－２
松本市島立４４５９－１
松本市内田１４８８－８
松本市波田１０１１４
松本市北深志１－１０－３
松本市埋橋１－６－９
松本市里山辺３２６２
上伊那郡宮田村３３１２
上伊那郡宮田村３３５５
上伊那郡辰野町新町４６６８－３
上伊那郡辰野町辰野１７０５－２
上伊那郡南箕輪村 ３１１４－２
上伊那郡飯島町七久保４４９４
上伊那郡飯島町飯島２６９２－４
上伊那郡箕輪町中箕輪８７３０－９
上伊那郡箕輪町中箕輪９０２５
上伊那郡箕輪町東箕輪５１３０
上高井郡小布施町大字小布施１１０１
上高井郡小布施町大字小布施１３７６－７
上水内郡言飯綱町普光寺９６４－７
上水内郡信濃町大字古間８６８－１
上水内郡信濃町大字古間９１２－３
上水内郡信濃町柏原２５５４
上水内郡信濃町柏原７６
上水内郡飯綱町大字普光寺９４５
上水内郡飯綱町牟礼５１２－５
上田市御所７２７－５
上田市秋和２５２－２
上田市住吉１０７－６
上田市上丸子１７０９－３
上田市常田２－１２－１８
上田市大字御所２３３－４
上田市大字御所５５６
上田市大字上塩尻２８１
上田市大字常盤城４－９－６
上田市大字中央２－１１－２１
上田市大字本郷６４１－１１
上田市中丸子１３９１
諏訪郡下諏訪町社１６８
諏訪郡下諏訪町菅野町５４２６－７
諏訪郡下諏訪町中央通３２６－１
諏訪郡下諏訪町東鷹野４９１９
諏訪郡下諏訪町南四王６１３３
諏訪郡原村５８０１－１
諏訪市四賀３０４９－６
諏訪市諏訪２－１１－３２
諏訪市諏訪２－８－２０
諏訪市清水１－５－１
諏訪市豊田１８２９－１
須坂市井上町２３０１－イ
須坂市臥竜６－６－８
須坂市上町１１３
須坂市上町１４８０
須坂市相之島４９１

電話番号
0263-47-0987
0263-85-2022
0263-86-0281
0263-47-8754
0263-32-5750
0263-32-4039
0263-32-1935
0263-32-3570
0263-87-6560
0263-47-1668
0263-47-2172
0263-58-3054
0263-92-2156
0263-33-0811
0263-33-8665
0263-32-4861
0265-85-2709
0265-85-2402
0266-41-0586
0266-41-0785
0265-78-5755
0265-86-2514
0265-86-2266
0265-79-2400
0265-79-1411
0265-79-2077
026-247-2020
026-247-3747
0262-53-2131
026-255-2267
026-255-2268
026-255-2073
026-255-2310
026-253-2236
026-253-2621
0268-27-0776
0268-22-1515
0268-25-3110
0268-42-2003
0268-29-8181
0268-22-1394
0268-22-1812
0268-27-1180
0268-22-3183
0268-22-0018
0268-38-2613
0268-42-2934
0266-27-5892
0266-27-9017
0266-27-8607
0266-27-7736
0266-28-6211
0266-79-2857
0266-53-5958
0266-52-0050
0266-52-2198
0266-52-1235
0266-52-1349
026-245-2544
026-245-1507
026-245-0429
026-245-0537
026-245-9986

店名
馬場自転車商会
西野商会
栗野商会
松下輪店
市川ホンダ
長野輪業㈱
フジサワサイクル
㈲丸中自転車商会
カインズホーム 大町店
吉沢ホンダ商会
大山サイクル商会
イオン 中野店
丸屋商店
親輪社
カインズ 中野店
モトショップ徳竹
畔上モータース
㈲三水屋自転車店
小橋輪店
北村サイクル店
原サイクル
イオンバイク 稲葉店
㈲天沼商店
㈱北長野ホンダ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 長野高田店
ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂゼビオ 長野南高田店
㈱セキガワサイクル
山下オートサービス
㈱ニシザワ
㈲ミズタ
入江商店
増田自転車店
モトヴィラコバヤシ
ニレイモータース
米澤自転車店
CYCLE SHOP Zeku
丸山輪業商会
㈲小林サイクルモーター商会
サイクランド ヤマダ
㈲オートショップ カネコ商会
松尾輪店
大島輪店
宮沢輪業
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 長野南店
㈲八千代自転車商会
大久保自転車店
北村輪店
野池輪店
永山ホンダ
大沢自転車店
イオンバイク 川中島店
イオンバイク 北尾張部店
村上レーシング商会
信州ホンダ
川合自転車本店
㈲トドロキサイクルプラザ
仁科自転車店
㈲長野輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 長野徳間店
城山モータース
豊光モータース商会
藤沢自転車店
丸徳商会

住所
須坂市南小河原６４４－３
須坂市馬場町１２６６
須坂市立町１４０５
千曲市粟佐１５４１－１
千曲市杭瀬下１６２
千曲市寂蒔９７０－１
千曲市上山田町温泉３－１７－２
千曲市大字杭瀬下４５
大町市常盤南松原４８４４－１
大町市大町２９１０－５
大町市大町４０６４－２
中野市一本木２５２－１
中野市永江１９８３－１
中野市吉田３１３
中野市七瀬字街渠６３５
中野市大字金井１３６－５
中野市大字新保１０８－５
中野市中央３－２－２４
中野市豊津２５５５－４
長野市伊勢宮２－９－１
長野市稲田２－７－１３
長野市稲葉母袋６６４－５
長野市吉田１－１１－１１
長野市吉田１－４－１０
長野市高田１００５－１
長野市高田１８４１－１
長野市桜枝町８４５
長野市三才４４５－３
長野市三輪１－２－１
長野市三輪４－２－３８
長野市三輪７－８－６
長野市三輪８－２７－２
長野市篠ノ井御幣川１１７６
長野市篠ノ井御幣川１２２５
長野市篠ノ井布施高田７０７
長野市若槻団地１－１７６
長野市若穂川田１３７０－３
長野市若穂綿内８５２０－１
長野市若里３－１－１
長野市小島町４３７
長野市小島田町２００６
長野市松代町清野６８０
長野市上野３－１９６
長野市水沢上庭土地区画整理事業地17街区
長野市西長野町３８６－４
長野市西鶴賀町１５４９
長野市西和田２－６－１８
長野市青木島町青木島乙６７７－３
長野市石渡３３８
長野市川中島町御厨１１９８－１
長野市川中島町御厨９８０－１
長野市大字北尾張部７０２
長野市中越２－９－１３
長野市鶴賀(権堂町)２３０６
長野市鶴賀七瀬３４４
長野市鶴賀七瀬４２１
長野市田町２１３７
長野市東和田９３０－１
長野市徳間３１３９－２
長野市箱清水町１－１１－１２
長野市平林町２－１５－１０
長野市北長池１１３－１
長野市柳原町１７９７－１

電話番号
026-245-4098
026-245-0955
026-245-1483
026-272-0239
026-272-0308
026-272-0262
026-275-0948
026-274-3623
0261-21-2111
0261-22-1219
0261-22-0667
0269-23-4555
0269-38-2507
0269-22-2786
0269-38-1555
0269-26-1243
0269-26-5616
0269-22-3066
0269-38-2103
026-226-1856
026-241-7535
026-267-0035
026-241-5883
026-241-8392
026-229-7100
026-268-4811
026-232-3889
026-296-2006
026-241-7841
026-234-0022
026-232-8790
026-233-1551
026-293-9150
026-292-0280
026-292-0367
026-259-5752
026-282-2128
026-282-2511
026-226-7891
026-243-4816
026-284-2101
026-278-7775
026-295-2544
026-292-6341
026-235-1121
026-232-7634
026-243-0452
026-284-2073
026-243-1914
026-284-4448
026-286-7761
026-266-0950
026-243-3629
026-232-0673
026-226-0949
026-226-7121
026-232-6754
026-243-5471
026-256-6670
026-234-2794
026-243-4831
026-243-3648
0262-44-5296

店名
㈲ヴイークル小林
和田源商店
マイカーショップ土屋商会
藤澤輪店
輿水モータース
（資）吉野輪業商会
有坂モータース
イチミチ
㈲飯山ホンダ
上松商会
佐藤輪店
自転車のトライ
滝ホンダ
㈲小島モータース
市瀬輪店
林 輪店
北原輪店
山岸輪店
スパイシー
白馬スポーツ
CHARLIE BASE
(資)サイクルメイトＱ
㈲小林モータース
市村輪店
あいりんサイクルセンター
㈲関モータース
横田モータース
㈱片山モータース
(資)武田自動車工場
青木自転車店

住所
長野市柳町１４－３
長野市緑町１３９９
東御市田中７０６－５
東筑摩郡筑北村西条４０３０
南佐久郡佐久穂町高野町２９３９－２
南佐久郡佐久穂町大字畑３４－１
南佐久郡南牧村海ノ口７７０
飯山市大字飯山１１４８－２
飯山市大字飯山３０５３
飯山市大字飯山９８９
飯山市大字蓮２７２１－イ
飯田市松尾上溝２９１０－３ｸﾛｻﾜ㈱内
飯田市松尾清水８１１０－１
飯田市千代９８３－２
飯田市大瀬木１１００－４
飯田市鼎下茶屋２２４５－２
飯田市白山町３－東１－１
北安曇郡小谷村中小谷丙６９６
北安曇郡白馬村北城３０２０－１１８
北安曇郡白馬村北城６０２９
北佐久郡軽井沢町軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｳｴｽﾄ ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ

北佐久郡軽井沢町軽井沢１－１２
北佐久郡軽井沢町軽井沢６３２－３
北佐久郡軽井沢町軽井沢東１１－４
北佐久郡軽井沢町大字長倉１５０８－３
北佐久郡軽井沢町大字長倉３００１-甲
北佐久郡軽井沢町長倉１９９７－１６
北佐久郡軽井沢町長倉２８２７－１
北佐久郡御代田町大字馬瀬口１４９９－２５
木曽郡木祖村藪原１０５８－４

電話番号
026-234-1300
026-234-4433
0268-62-0539
0263-66-2443
0267-86-3118
0267-88-2031
0267-96-2900
0269-62-3283
0269-62-2540
0269-62-2730
0269-62-4429
0265-22-9638
0265-23-7722
0265-59-2252
0265-25-7846
0265-22-5296
0265-22-5362
0261-82-2019
0261-72-2858
0261-72-2329
090-5546-2348
0267-42-2365
0267-42-2621
0267-42-2484
0267-45-8128
0267-45-5288
0267-42-3111
0267-45-7130
0267-32-2344
0264-36-2063

