自転車安全整備店（奈良県）
平成29年02月01日
店名
共和輪業社
吉田自転車商会
藤井自転車商会
イオンバイク 田原本店
㈱奈良ニシカワ 田原本店
コメリパワー 田原本店
バイク&サイクル モリワキ
藤井モータース
サイクルベースあさひ 橿原葛本店
中井サイクル
イオン 橿原店
橋本サイクルセンター
じてんしゃ館 橿原店
森川モーターサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 橿原店
ほたやサイクル
ますがサイクル
井上モータース
アサヒオートサイクル
前口サイクル
サイクルショップよしだ
ひらのサイクル
柳谷モーターサイクル
自転車Bodeguita 風&空
ふなやまサイクル
イオンバイク 葛城新庄店
和光サービス
植田モータース
川北モータース
マルビシモータース
谷村モータース
ＤＣＭダイキ 大淀西店
中政石油
増谷モータース
阪口オートサイクル
久保モータース
Auto Shop ミヤジマ
山仲自転車商会
Seed Leaf GARAGE
TAKAI RACING 香芝店
香芝サイクル
上村サイクル商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 香芝店
じてんしゃ館 香芝店
ＤＣＭダイキ 真美ケ丘店
二上サイクル
増田モータース
DMC ステディ
イオン 桜井店
サイクルショップ イケス
ザ・じてんしゃ屋 いかるが店
イオン 登美ヶ丘店
ＤＣＭダイキ 南生駒店
自転車屋ビッちゃん 生駒店
㈱奈良ニシカワ 東生駒店
イオン 大和郡山店
端田サイクル
毛利サイクル

住所
磯城郡田原本町１７５－５
磯城郡田原本町秦庄５４７
磯城郡田原本町西代４６５
磯城郡田原本町千代５７４－１
磯城郡田原本町千代５７９－１
磯城郡田原本町大字十六面１０２－１
宇陀市榛原萩原２４７１
宇陀市菟田野古市場５２１－１
橿原市葛本町７６１－２
橿原市久米町５４５
橿原市曲川町７－２０－１
橿原市五条野７５７－３
橿原市御坊町１３７－１
橿原市今井町１－８－２７
橿原市十市町８３９－５
橿原市石原田町２４３
橿原市曽我町１０５７－２
橿原市曽我町５１３
橿原市中曽司町１０７－４５
橿原市東坊城町２２１－９
橿原市内膳町１－３－２０
橿原市内膳町３－２－１
橿原市白橿町２－２７－１０
葛城市長尾６６－１２
葛城市疋田１４７－１０９
葛城市北花内６８９－１
吉野郡下市町下市大字田中
吉野郡下市町丹生６４６－１
吉野郡下市町伃邑岩森４４
吉野郡吉野町大字上市２０７３－５
吉野郡吉野町大字丹治１９２－４
吉野郡大淀町下渕６４２
吉野郡大淀町佐名伝６－１
吉野郡天川村洞川４３
五條市宇野町２５９－１
五條市順恵１－１０－８
五條市田園４－５０－８
五條市二見３－６－３１
香芝市磯壁３－４２－１
香芝市下田西１－８－５
香芝市五位堂１－３３２－６
香芝市五位堂３－５８９－１
香芝市上中２４８－１
香芝市真美ケ丘３－１５－１０
香芝市真美ケ丘６－１０
香芝市畑３－７９０－１
高市郡明日香村大字平田２６２
高市郡明日香村雷１７６
桜井市上之庄２７８－１
生駒郡安堵町東安堵１１５０
生駒郡斑鳩町龍田２－１－１５
生駒市鹿畑町３０２７
生駒市小瀬町８８
生駒市小明町１３３５－２５
生駒市東生駒１－５２９
大和郡山市下三橋町７４１
大和郡山市高田口町７４
大和郡山市小泉町９６７－１

電話番号
0744-32-2308
0744-32-3167
0744-32-6408
0744-39-3190
0744-33-2001
0744-34-1130
0745-82-0216
0745-84-2226
0744-20-1025
0744-27-5013
070-6445-0414
0744-27-4663
0744-21-3105
0744-22-2777
0744-26-2550
0744-22-3920
0744-22-0199
0744-22-6778
0744-24-5365
0744-27-4545
0744-22-3858
0744-22-2992
0744-27-8410
090-6592-0735
0745-69-3684
0745-41-3193
0747-52-8928
0747-58-0124
0747-52-3571
07463-2-2616
07463-2-3410
0747-53-2311
0747-52-4063
0747-64-0556
0747-23-2123
0747-22-2856
0747-24-3973
0747-22-3481
0745-78-0819
0745-78-0066
0745-77-4055
0745-77-8346
0745-79-2820
0745-71-3121
0745-78-6801
0745-76-4580
0744-54-3070
0744-54-4480
0744-44-1000
0743-57-2217
0745-75-3077
0743-70-0597
0743-76-1188
0743-71-7000
0743-72-1311
0743-54-7111
0743-53-1017
0743-52-3012

店名
サイクルセンター どっと呼夢
吉桑自転車商会
サイクルショップ石倉
DCMダイキ 大和郡山店
オートサイクル川本
井上自転車店
てらおかサイクル
上田商会
㈱キタサイクル
ミナミ自転車店
島 自転車商会
井上オートサイクル
モーターサイクル亀谷
㈲オカニシ オートサービス
バイクショップとりもと
藤田サイクル
自転車ショップなかと
吉本サイクル
虫ゴム 大和高田店
石原自転車商会
ＤＣＭダイキ 天理店
㈲サントモータース
吉本サイクル
西村自転車店
イオンバイク ｲｵﾝﾀｳﾝ天理
フルカワサイクル
植村自転車商会
ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ﾛｲﾔﾙﾋﾞｯｸｽ押熊店
イオンバイク 押熊店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 押熊店
上村商会
山本サイクル
勅使河原商会
㈲内藤輪業社
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 奈良店
中沢モータース
イオンバイク 新大宮店
㈱谷商会
二輪ショップSTK
サイクルショップ シュパース
じてんしゃ館 西九条店
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 奈良
Delft
ＤＣＭダイキ 富雄南店
サイクルどりーむ 新大宮店
モーターサイクル セン
南都自転車
イオンバイク 大安寺店
カインズホーム 奈良二名店
(資)キタ商店
西出サイクル
じてんしゃ館 王寺店
西大和サイクル
イオンバイク 西大和店
ＤＣＭダイキ 広陵店
吉崎サイクル
大西自転車店
池田モータース
角田モータース
サイクルショップ かわた

住所
大和郡山市小泉町東２－１１－９
大和郡山市昭和町２１－１
大和郡山市泉原町１－１１９
大和郡山市田中町字宮西５１７
大和郡山市筒井町７２８
大和郡山市南郡山町 １９７－１
大和郡山市南郡山町２９－１
大和郡山市稗田町１－１１
大和郡山市柳町７９－４
大和高田市旭北町４－３４
大和高田市高砂町７－２０
大和高田市市場町２０５
大和高田市大字根成柿３２８－２９
大和高田市池田４０２－１
大和高田市東三倉堂町１５－１５
大和高田市内本町９－２４
大和高田市片塩町１５－２８
大和高田市野口町１１１－２
大和高田市礒野新町３－１１
天理市岸田町６０３
天理市三昧田町１７－１
天理市指柳町４７－１
天理市川原城町８４２
天理市川原城町８６
天理市東井戸堂町３８１
天理市富堂町２０２
天理市別所町８１－３
奈良市押熊町１０５１－１
奈良市押熊町１１２６－１
奈良市押熊町５３８－２
奈良市学園新田町３０３９－１
奈良市五条西１－４－８
奈良市佐紀町２４４５
奈良市三松１－７－１４
奈良市四条大路２－２－１８
奈良市柴屋町１５５－１
奈良市芝辻町２－１０－１６ことやﾋﾞﾙ１Ｆ
奈良市芝辻町２－１１－２１
奈良市秋篠新町２６７－１山原ﾋﾞﾙ105
奈良市菅原町１６７ﾒｿﾞﾝﾋﾟｭｱ102号
奈良市西九条町３－１１－１
奈良市西九条町３－１３
奈良市西大寺赤田町１－３－４
奈良市石木町７７
奈良市大宮町３－４－２１
奈良市大宮町５－１－３
奈良市内侍原町５０奈良第一ﾋﾞﾙ102
奈良市南京終町１－１２８－１
奈良市二名３－１０８０
奈良市法蓮町１２２０
奈良市六条西４－１－３５
北葛城郡王寺町本町４－５２１－１
北葛城郡河合町星和台１－９－７
北葛城郡河合町中山台２－７
北葛城郡広陵町笠２８１－１
北葛城郡広陵町萱野６４９－２
北葛城郡広陵町南２７８
北葛城郡広陵町南郷２２９－５
北葛城郡広陵町平尾６８８－４
北葛城郡上牧町桜ケ丘１－８－６

電話番号
0743-57-1550
0743-56-0108
0743-53-8862
0743-58-2088
0743-56-0576
0743-52-4131
0743-52-2940
0743-53-0488
0743-55-5925
0745-52-6065
0745-52-2522
0745-53-3225
0745-22-0072
0745-22-1300
0745-52-3277
0745-23-6780
0745-52-5163
0745-52-8388
0745-52-4677
0743-66-1112
0743-67-7070
0743-62-0103
0743-63-1127
0743-62-0926
0743-88-8190
0743-62-0975
0743-63-3608
0742-51-7011
0742-51-3190
0742-52-2225
0742-44-5521
0742-49-0691
0742-33-5211
0742-46-7710
0742-30-1240
0742-61-7685
0742-85-8190
0742-33-6492
0742-41-5728
0742-43-8474
0742-63-7773
0742-61-3351
0742-31-7204
0742-53-1030
0742-36-3196
0742-33-7303
0742-54-1549
0742-88-8190
0742-53-0333
0742-22-4751
0742-43-5758
0745-34-1130
0745-73-6130
0745-32-6421
0745-54-2800
0745-56-2433
0745-56-2862
0745-55-1939
0745-55-3365
0745-32-0308

