自転車安全整備店（新潟県）
平成29年02月01日
店名
やまちょう輪店
石黒輪店
サイクルショップ フルカワ
山仙輪店
まるぶん商店
ロードショップ イトウ
渡辺輪業
片桐輪店
大竹商店
佐々木自転車店
太田自転車店
涌井自転車店
新田輪店
テクニカルファクトリー ミオタ
村山輪店
曽我輪店
マルコー輪店
捧輪店
笹川サイクル
西沢輪業
大倉自転車店
竹野輪店
鈴木自転車店
浜田自転車店
マサイ転店
明田川輪店
春木自転車店
永井輪店
渡辺自転車店
バイクランドやまぐち
亀倉自転車店
平松輪業
川島輪業
富田自転車店
サイクルショップ アオキ
イオン 県央店
鈴木自転車店
和田輪店
CYCLE BODY SHOP ハセガワ
小川輪店
㈱小柳商店
茂野輪店
吉田自転車店
㈲幸輪舎
田沢自転車店
松田輪店
大島輪店
渡辺モータース
桜井自転車店・本店
ﾓｰﾀｰｼｮｯﾌﾟ ＹＡＭＡＳＨＩＧＥ
大桃輪店
布澤輪業
目黒輪店
神保輪店
丸髙輪業
松田輪店
椿 輪業
ホンダウィング高橋

住所
阿賀野市安野町１－３
阿賀野市安野町７－３
阿賀野市下条町２－３１
阿賀野市下条町６－１３
阿賀野市関屋２３８
阿賀野市金田町４－６１
阿賀野市笹岡３３１
阿賀野市小栗山７
阿賀野市船居７８
阿賀野市中央町１－３－１３
阿賀野市中央町１－３－３
阿賀野市中央町１－４－３４
阿賀野市東町１４８５
阿賀野市保田３０７８－２
阿賀野市保田４３１５
阿賀野市緑岡１４４－６
燕市井土巻１６５
燕市燕中央道１－３－７
燕市横田１２６６３
燕市下諏訪１１－３３
燕市吉田上町４－２２
燕市吉田上町５－４
燕市吉田大保町８－２
燕市吉田東町１－４
燕市吉田日之出町１４－１２
燕市宮町３０１５
燕市熊森７２３６
燕市佐渡山４７１０
燕市小高５３４１－２
燕市松橋７－４
燕市上河原２４
燕市水道町１－４－２４
燕市大字館野１２１５－２
燕市地蔵堂本町２－５－１１
燕市中央通４－５５０４
燕市東町井土巻３－６５
燕市南５－６－２９
燕市南６－３－３９
燕市八王寺３２５－３
燕市分水大武４－２－１１
燕市杣木１５３０
加茂市黒水６８９－１
加茂市神明町２－２－３０
加茂市青海町１－４－２４
加茂市番田２－１６
岩船郡関川村下関９０２
岩船郡関川村大字上野新１２８－３
岩船郡関川村大島１６１－３
魚沼市一日市２８３－３
魚沼市今泉１５６８－１
魚沼市七日市６９
魚沼市渋川１７３５－１
魚沼市小出島１２４－１０３
魚沼市小出島２３１－１０
魚沼市小出島３６１－１
魚沼市親柄９９－１６
魚沼市須原２９４７－子
魚沼市虫野１１３－３

電話番号
0250-62-2451
0250-62-2952
0250-62-2613
0250-62-2668
0250-67-2690
0250-62-3173
0250-62-3425
0250-62-7856
0250-47-7813
0250-62-2435
0250-62-2136
0250-62-3621
0250-62-3629
0250-68-2156
0250-68-2154
0250-67-3266
0256-64-3078
0256-62-2102
0256-98-5055
0256-97-2270
0256-93-2781
0256-93-2475
0256-92-3315
0256-93-2687
0256-93-2499
0256-62-3609
0256-97-3167
0256-93-2275
0256-62-2691
0256-62-6331
0256-93-2449
0256-62-4788
0256-62-4391
0256-97-2583
0256-62-2444
0256-63-3311
0256-66-1030
0256-62-4876
0256-63-8609
0256-97-2434
0256-62-3652
0256-52-1950
0256-52-1533
0256-52-0279
0256-52-2463
0254-64-1323
0254-64-0554
0254-64-1528
025-792-2259
02579-9-3115
025-792-0868
025-797-2601
025-792-0695
025-792-0499
025-792-1897
025-799-2144
025-797-2133
025-792-0778

店名
タカミツ輪店
サイクルメンテナンス スタンド
桜井自転車店支店
早川自転車店
内山自転車店
長谷川自転車店
㈲モトショップ ニシザワ
関谷輪業
谷江輪店
庭前自転車店
㈲石黒輪業
サイクルショップ コイデ
深海自転車店
山田自転車店
多田自転車店
伊藤自転車店
ハセツネ商会
大原輪店
建石自転車店
佐藤自転車店
諸橋自転車店
マルエ輪店
落合輪業
西川自転車店
山田自転車店
㈲塩原輪業
㈱松本商会
サイクルショップよこ山
杉本輪店
タジマヤ商会
多田サイクル
本間自転車店
川上自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 佐和田店
鶴巻輪店
サイクルショップ コバヤシ
清水輪業㈱
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 燕三条店
㈲ トモエヤ輪店
田辺サイクル
岸本自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 三条店
中村サイクル
ホリエサイクル
井栗屋輪店
金子輪業
斉藤輪店
五十嵐輪店
スポーツサイクル サカモト
津原輪店
サイクルショップ田辺
中条自転車店
須戸輪店
タカヤマ輪店
小池自転車商会
㈲小黒サイクルモータース
㈲金泉自転車店
関本モータース
田中モータース
サイクルショップ青木
渡辺輪店
伊藤商会
佐藤自転車店

住所
魚沼市虫野８７２－６
魚沼市田戸３７９－１
魚沼市並柳９
見附市学校町１－８－４４
見附市学校町２－１６－７７
見附市学校町２－２－５
見附市今町３－３－１２
見附市今町４－６－２５
見附市新町３－４－５４
見附市椿沢町１７０４
見附市南本町１－１０－２
見附市南本町１－１－１９
見附市本町１－３－１１
見附市本町１－５－２２
見附市本町３－１２－３４
見附市嶺崎町１－１－９
五泉市駅前１－６－１
五泉市丸田丁８０４－４
五泉市泉町１－１－４
五泉市村松甲２１０８
五泉市村松甲２１１３－２
五泉市村松甲２１９８
五泉市村松丙１２０
五泉市大字猿和田５０３－３
五泉市東本町２－７－３３
五泉市本町４－３－６
五泉市本町５－１－８
五泉市論瀬２０３－２
佐渡市河原田諏訪町８９－１
佐渡市小木町３６－２
佐渡市相川塩屋町３－１
佐渡市多田２２２－１
佐渡市中興乙２７９１－２
佐渡市長木７８３
三条市一ノ門２－１５－２
三条市横町１－８－１０
三条市荻堀１３５２
三条市下須頃４３－１
三条市嘉坪川１－２－２８
三条市桜木町１３－２９
三条市四日町３－１２
三条市上須頃大割２８－１
三条市条南町７－１８
三条市西本成寺２－１３－１４
三条市西裏館１－１－２３
三条市帯織１３０３
三条市大面４９６
三条市直江町１－４－２９
三条市島田１－２－１４
三条市東光寺３６４２－１
三条市東三条１－１６－１２
三条市東三条１－７－１１
三条市福島新田甲８２
三条市北入蔵２－２４－１７
三島郡出雲崎町小木３５３－１３
三島郡出雲崎町川西６０－１
三島郡出雲崎町大字石井町５０７
三島郡出雲崎町大字石井町５０９
三島郡出雲崎町大門６００－１
糸魚川市今村新田７２８
糸魚川市寺町４－５－３９
糸魚川市大字大町１－１－２６
糸魚川市大字田伏３０２

電話番号
025-792-1060
025-794-5315
025-799-2475
0258-62-0796
0258-62-0477
0258-62-0961
0258-66-2246
0258-66-2241
0258-62-2227
0258-62-1280
0258-63-1496
0258-62-2213
0258-62-2079
0258-62-0773
0258-62-1504
0258-62-1759
0250-42-3289
0250-42-4590
0250-42-5504
0250-58-6484
0250-58-6782
0250-58-6605
0250-58-6705
0250-42-3544
0250-42-3090
0250-42-3572
0250-42-2258
0250-42-4749
0259-57-2652
0259-86-2156
0259-74-2208
0259-67-2633
0259-63-3557
0259-57-3681
0256-33-2210
0256-33-4509
0256-46-2013
0256-31-4370
0256-33-1129
0256-35-2689
0256-33-3586
0256-35-6341
0256-33-2297
0256-35-1752
0256-32-6512
0256-45-2038
0256-45-4086
0256-33-3262
0256-32-5348
0256-45-3209
0256-32-1701
0256-32-6519
0256-45-3431
0256-38-2044
0258-78-2087
0258-78-2235
0258-78-2035
0258-78-2303
0258-78-2228
025-562-3524
025-552-1150
025-552-0239
025-555-2817

店名
斉藤輪店
㈲タツミサイクル
サイクルショップ ナカムラ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 十日町店
増田輪業㈱
マルセイ サイクル
星名モータース
春日モータース
丸鉄輪店
遠田輪店
サイクルショップ ムラヤマ
松沢オート
モトショップ ベル
岩田輪店
太田輪店
浜屋輪店
米太自転車店
㈱山岸商会
イオン 小千谷店
黒崎輪店
吉原自転車店
横山輪店
牧絵輪店
㈲佐野オート商会
橋場自転車店
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰムサシ 上越店
室岡商会
（資）山岸商店
㈲室商会
市川自動車整備工場
㈲杉田自動車整備工場
高橋輪店
㈲田中輪業
サイクルショップ シバヤマ
坂詰輪店
ＤＣＭカーマ 直江津店
岩片輪店
きなみサイクル
サイクルセンター ワカヤマ
福島輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 新井店
サイクルショップ ミヤジマ
栗田自転車店
㈲くるまや
コメリパワー 上越高田ｲﾝﾀｰ店
ハットリ自転車商会 本店
中畑自転車店
サトウ自転車店
サイクルショップ イワシマ
サイクルショップ オガワ
㈱橋詰商会
サイクルショップこやま
ハットリ自転車商会 支店
小出自転車店
サイクルショップ イワセキ
キシダサイクル
藤岡輪店
サイクルピアつかだ
むらまつサイクル
(資)林自転車店
小林輪業
イオン 上越店
カンバラサイクル

住所
糸魚川市大字東川原９１卯
糸魚川市能生１１３５
糸魚川市能生１２０３－１
十日町市丑９００－２
十日町市下川原町３４－１
十日町市錦町１－５５
十日町市住吉町２５
十日町市小泉１９－３
十日町市上野甲１０３３－１
十日町市川治１５８７－３
十日町市川治７０５－１
十日町市川治８２１－４
十日町市大黒沢１９６－３
十日町市大字中条甲８０６－４
十日町市馬場２６８２－１
小千谷市岩沢３０１－１
小千谷市東栄１－１１－１
小千谷市平成２－３－３２
小千谷市平沢新田字荒田３３９
小千谷市片貝町５３４２
小千谷市片貝町６５０２
上越市夷浜２３７－甲
上越市稲田１－３－９
上越市下吉野９６５
上越市下正善寺５５９
上越市下門前４４５
上越市柿崎区柿崎４１２－７
上越市柿崎区柿崎６４５２
上越市柿崎区上下浜４１４
上越市柿崎区上下浜７４４－１
上越市柿崎区柳ケ崎１１７
上越市吉川区原之町１３９０
上越市吉川区原之町２５３５－１
上越市五智２－４－１
上越市黒井１７７３
上越市三ツ屋町５５－１
上越市寺町２－１０－３３
上越市春日新田１－５－３
上越市春日新田２－６－３２
上越市西城町１－６－３
上越市西田中字久ノ田１１－１
上越市石橋１－６－２３
上越市大潟区犀潟２６２－２
上越市大潟区土底浜１６６３
上越市大字上中田字谷内７９４
上越市大町３－５－１６
上越市大和２－２－１７
上越市中央１－１８－６
上越市中央１－４－５
上越市中央２－５－１１
上越市中郷区板橋４７０－１
上越市仲町６－４－２５
上越市東城町３－７－５１
上越市東本町１－１－４
上越市東本町２－２－１０
上越市東本町５－３－４３
上越市藤巻１３－４
上越市南本町２－５－３２
上越市日之出町４３
上越市板倉区熊川８１８－７
上越市板倉区針４１０－８
上越市富岡３４５７
上越市本町２－１－１６

電話番号
025-555-2010
025-566-2200
025-566-4109
025-752-0634
025-752-2468
025-757-4860
0257-52-3642
0257-57-8881
025-768-2175
025-752-2793
025-752-2812
0257-57-5618
0257-58-4053
025-752-3029
025-758-2129
0258-86-2027
0258-82-2483
0258-82-2930
0258-83-1155
0258-84-3015
0258-84-2127
025-543-3853
025-523-2935
025-520-2030
090-1540-2124
0255-43-0634
0255-36-3337
025-536-2325
025-536-2727
0255-36-3633
025-536-3739
025-548-2067
025-548-3386
025-543-2906
025-543-2785
025-545-3731
025-523-3847
025-543-6737
025-543-2976
025-523-2876
025-526-0634
0255-43-7025
025-534-2033
0255-34-3228
025-527-6570
025-523-5361
025-523-4382
025-543-3328
0255-43-2317
025-543-2979
0255-74-2153
025-524-3401
025-523-6306
025-523-4820
025-523-3605
025-523-4004
025-523-2349
025-523-5761
025-543-6867
0255-78-2046
0255-78-2156
025-521-2300
025-523-3253

店名
㈱船津商会
小野寺商会
鳥越輪店
頚城サイクルショップ㈲
みねやま自転車店
イオン 新潟南店
サイクルショップかざま
髙橋自転車店
橋本商会
ＹＯＵ ＳＨＯＰ さいとう
天野サイクル
ヤマヨシオート
林モーターサイクル
江口自転車店
永木自転車店
風間輪店
マルブン自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 新津店
清野輪店
樋口自転車店
サトーサイクル
マルサ自転車店
稲月自転車店
小出自転車商会
橋本サイクル
山本自転車店
わたなべサイクル
山田自転車店
本間輪業
小林輪店
いろはや自転車店
小林輪店
永野自転車店
小林自転車店
外山輪店
山田自転車店
㈲フタワ
マシマ自転車店
本間サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 亀貝店
コメリパワー 新潟西店
サイクルセンター西内野
サイクルスポーツショップさとう
中原輪業
やなぎやサイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 新潟西店
アピタ 新潟西店
さいくるさーびすサンサン
イオン 新潟西店
Ｃ＆Ｂマルシン
こばりサイクル
小西輪店
かとちゃり
イオンバイク 新潟青山店
サイクルショップ箱田
丸山サイクル
児玉輪店
佐藤輪店
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰムサシ 新潟店
三国自転車店
間島輪店
風輪堂
サイクルショップ ギンリン

住所
上越市木田１－６－４０
上越市野尻９３６
上越市頸城区百間町４３７－ロ
上越市頸城区百間町新田４２８－４
新潟市江南区旭１－１－１３
新潟市江南区下早通柳田１－１－１
新潟市江南区丸山５１２
新潟市江南区亀田本町４－１－４３
新潟市江南区諏訪３－４－１９
新潟市江南区袋津６－５－４４
新潟市江南区天野２－１０－８
新潟市江南区二本木４－２２－１８
新潟市秋葉区結６６
新潟市秋葉区古田２－９－２７
新潟市秋葉区古田３－１０－１７
新潟市秋葉区小須戸３６５１
新潟市秋葉区新町１－１２－１９
新潟市秋葉区新津５１６３－３
新潟市秋葉区新津東町１－７－５８
新潟市秋葉区新津本町４－２３－３０
新潟市秋葉区善道町１－１１－１３
新潟市秋葉区中野４－１１－３４
新潟市秋葉区朝日４１３
新潟市秋葉区田家１－１１－１２
新潟市秋葉区田家１－１－２０
新潟市西蒲区角田浜１３４６
新潟市西蒲区巻甲２９８３－１
新潟市西蒲区巻甲３７６８－５
新潟市西蒲区旗屋１０１
新潟市西蒲区曽根２６３
新潟市西蒲区曽根２８８
新潟市西蒲区打越甲１４８９
新潟市西蒲区竹野町１４８１－１
新潟市西蒲区番屋４４７
新潟市西蒲区六分７９７－９
新潟市西蒲区六分８１６
新潟市西蒲区和納１６５６－７
新潟市西蒲区鱸１４１－１
新潟市西蒲区鱸４２６－１
新潟市西区亀貝字前田１２４８
新潟市西区亀貝字堤７２２
新潟市西区五十嵐中島５－１－７４
新潟市西区坂井砂山２－２－５８
新潟市西区山崎１１３２－甲
新潟市西区寺尾上２－３－６１
新潟市西区小新５－１８－３０
新潟市西区小新５－７－２１
新潟市西区小新大通１－５－３２
新潟市西区小新南２－１－１０
新潟市西区小針２－１０－１８
新潟市西区小針西１－１３－２４
新潟市西区小針南台１－５
新潟市西区真砂３－２３－２０
新潟市西区青山２－５－１
新潟市西区大野町２９０５
新潟市西区鳥原５９６
新潟市西区内野町１０８２
新潟市西区内野町１３３１
新潟市中央区姥ケ山字大日南田４５－１
新潟市中央区横七番町通１－４５３８
新潟市中央区横七番町通３－４６１１
新潟市中央区学校町通二番町５９８－８６
新潟市中央区蒲原町１－２３

電話番号
025-524-2072
025-528-4783
025-530-2032
025-530-2115
025-382-3475
025-383-1287
025-276-0796
025-381-2552
025-381-2455
025-381-2917
025-280-6926
025-382-4688
0250-24-1573
0250-22-2525
0250-22-7736
0250-38-2139
0250-22-0262
0250-23-0634
0250-22-4395
0250-22-1828
0250-24-1955
0250-24-4488
0250-22-2541
0250-22-2067
0250-22-1045
0256-77-2402
0256-72-2506
0256-72-2237
0256-88-2089
0256-88-2157
0256-88-2482
025-375-3134
0256-72-6720
0256-86-2380
025-375-2536
025-375-2141
0256-82-3032
0256-88-2336
0256-88-2813
025-264-1018
025-264-4311
080-3096-6778
025-268-3697
025-239-2756
025-269-2056
025-232-6341
025-201-1711
025-267-5589
025-234-3100
025-267-2554
025-233-3725
025-266-0953
025-266-1929
025-231-9111
025-377-2233
025-377-3251
025-262-2205
025-262-2379
025-287-6341
025-223-4406
025-223-2727
025-378-0528
025-245-7712

店名
野沢輪店
清野自転車店
イチカワサイクル
山田自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新潟近江店
カミフル・サイクルステーション
森本自転車店
伊藤自転車店
加藤輪業
ヤハタ輪店
石崎自転車店
女池サイクル
村山輪店
㈲さいくるぴっとＢ＆Ｓ
村山自転車店
㈲上杉輪店
星山自転車店
本間自転車店
吉岡自転車商会
若本輪店
サイクルショップ コイデ
自転車館佐藤
イトーヨーカドー 丸大新潟店
山五輪店
クサマ自転車商会
あかざわ輪店
コメリパワー 河渡店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新潟可渡店
jet stream
ヤマサ自転車店
サイクルハウス カワカミ
長島輪店
㈲佐上商会
イオン 新潟東店
橋本輪店
和田輪店
バイシクルガレージ ワクイ
サイクルショップ ロード
山本モータース
一雨モータース
マルコ自転車店
星野モータース
善八自転車店
吉田自転車店
ひらせいﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 白根ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
髙橋輪店
マル幸 自転車店
長谷川自転車店
小出自転車店
金田自転車店
間島商会
斎藤自転車店
柄沢自転車店
菅井輪店
でるさか輪工
井島輪店
羽賀自転車店
ワタナベサイクル
小林自転車店
斉藤輪店
曽我輪店
三浦輪店
西方輪店

住所
新潟市中央区蒲原町１－２５
新潟市中央区関屋１０６６－１
新潟市中央区関新３－３－２６
新潟市中央区鏡が岡３－３
新潟市中央区近江３－３２－５
新潟市中央区古町通二番町５２９
新潟市中央区笹口２－９－２１
新潟市中央区山二ツ５－２－２２
新潟市中央区紫竹１－２８－７
新潟市中央区出来島１－４－１７
新潟市中央区春日町１１－７
新潟市中央区女池６－１７－８
新潟市中央区沼垂東６－９－２
新潟市中央区新和３－１－２２
新潟市中央区水島町９－２５
新潟市中央区西堀通２－７７９
新潟市中央区赤坂町２－３１８７
新潟市中央区船場町２－３４２３－８
新潟市中央区大島９１－２
新潟市中央区田中町５１７９
新潟市中央区東湊町通１－２５８１
新潟市中央区文京町１１－５
新潟市中央区本町通６－１１２２－１
新潟市中央区本町通り１０－１８１１
新潟市東区牡丹山３－１１－１０
新潟市東区河渡２－７－１３
新潟市東区河渡庚３２０
新潟市東区河渡本町１７－３５
新潟市東区根室新町８－２
新潟市東区山木戸２－３－２
新潟市東区山木戸４－１１－２９
新潟市東区寺山１－７－７
新潟市東区太平４－８－３５
新潟市東区大形本町３－１－２
新潟市東区大形本町３－１－６５
新潟市東区大山１－６－１
新潟市東区中山６－１４－１４
新潟市東区東中野山３－１－７
新潟市東区浜町２－１９
新潟市南区臼井１３２３－３
新潟市南区月潟１５３５
新潟市南区根岸２２３－２
新潟市南区庄瀬６５２７
新潟市南区上下諏訪木１４９
新潟市南区上下諏訪木字倫地８６３－１
新潟市南区西笠巻７５
新潟市南区大郷１６７８
新潟市南区東長嶋９－２
新潟市南区能登１－１１－１２
新潟市南区能登１－２－３１
新潟市南区木滑１５３７
新潟市北区嘉山３－１－５
新潟市北区葛塚３２４４
新潟市北区葛塚３４９１
新潟市北区彩野３－３－１１
新潟市北区松浜本町１－５－３６
新潟市北区松浜本町４－２－１１
新潟市北区早通北３－４－４
新潟市北区太田６５７－２
新潟市北区白新町２－５－１８
新潟市北区豊栄長場２２３３－４
新発田市下中３０１
新発田市五十公野１９６７

電話番号
025-245-3428
025-266-0963
025-266-7324
025-244-5713
025-280-9195
025-311-5459
025-244-7994
025-286-4097
025-244-2225
025-285-0024
025-244-6594
025-284-2929
025-244-5244
025-281-7744
025-244-2866
025-222-9824
025-222-9797
025-222-5344
025-283-1042
025-223-2844
025-223-3659
025-266-2706
025-228-1141
025-223-0343
025-274-6006
025-274-2324
025-275-4171
025-279-2087
025-250-5779
025-273-4271
025-271-3255
025-273-6848
025-275-3369
025-279-1515
025-274-3059
025-273-8555
025-271-8809
025-276-4673
025-273-5084
025-373-5306
025-375-2535
025-362-5050
025-372-2922
025-372-2541
025-371-5611
025-373-5502
025-280-2851
025-375-4061
025-372-2479
025-372-3250
025-372-3277
025-387-3050
025-387-3729
025-386-2581
090-6156-3003
025-259-2341
025-259-2215
025-386-2714
025-387-4055
025-387-2480
025-387-3450
0254-22-4005
0254-22-4411

店名
嶋津自転車店
丸孝 自転車店
肥田野輪業
コメリパワー 新発田店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新発田店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 新発田コモ店
イオン 新発田店
谷川輪店
サトウ輪店
そね輪業
石田自転車店
小池輪店
木野勢輪店
小島輪店
八百板ホンダ販売
井上サイクル
大竹輪業
㈲難波モータース
桐生輪店
佐瀬輪店
サイクルショップ磯部
㈲長谷川商店
丸長輪店
石田ホンダ販売
榎並商店
姉崎モーターサイクル
小野輪店
丸文輪店
斎藤輪店
サイクルショップしおばら
石山サイクル
長谷川輪店
村越輪店
遠藤自転車店
会津屋商店
佐藤輪店
マルコーリンテン
三須輪店
栗山輪店
大滝輪店
永井屋輪店
横澤商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 村上店
内山輪店
冨田輪店
平方輪店
梅津輪店
斎藤輪店
島名輪店
塚野輪店
田中自転車店
阿部輪店
小野輪店
津南スズキ
草間自転車店
吉原商会
㈱関商店
波多輪店
山岸ホンダ
大倉ホンダ
シンコーオート
㈱タカハシ 長岡支店
サイクル､オートはせがわ

住所
新発田市荒町１４７２
新発田市佐々木１７１－５
新発田市佐々木１８－５
新発田市舟入９７１
新発田市舟入町３－３－２２
新発田市舟入町３－６－２８
新発田市住吉町５－１１－５
新発田市小見３２６－７
新発田市上今泉甲１３２５
新発田市上中沢３８８－３
新発田市真中２０４７－２
新発田市真中２０９７
新発田市諏訪町３－３－２
新発田市菅谷１０２６－３
新発田市菅谷８６７－１
新発田市西園町１－２－２３
新発田市西園町１－５－１６
新発田市石喜１７９－２
新発田市大栄町１－６－７
新発田市大栄町１－６－８
新発田市大栄町２－５－７
新発田市大栄町７－７－２１
新発田市大手町１－２－１３
新発田市大手町３－３－７
新発田市大手町５－６－１０
新発田市大伝５４０－２４
新発田市大友１３４８
新発田市中央町１－６－３
新発田市米倉２１６３
新発田市豊町２－９－３
新発田市本町２－６－２５
新発田市本田丁８０７－４
西蒲原郡弥彦村平野４５３－１０
村上市安良町１－７
村上市九日市３２５
村上市山辺里２１１３－１
村上市四日市４８６
村上市宿田１２９０－１
村上市庄内町９－１９
村上市上片町３－７
村上市大字岩船下大町２－１４
村上市大町３－９
村上市仲間町３８６
村上市桃川８９６－１
村上市布部３１０４
村上市府屋５１３－１
胎内市羽黒１７８４
胎内市乙１１６５
胎内市若松町２－３
胎内市大長谷１０９－１４
胎内市築地２０１５
胎内市平木田１７０１
胎内市本町８－１１
中魚沼郡津南町下船渡戊６６６
長岡市浦６７３３－１
長岡市浦６９５８
長岡市浦９６６３
長岡市浦瀬町２２５６－１
長岡市浦瀬町５６
長岡市下沼新田甲１８０－４
長岡市関原南４－３９８６
長岡市喜多町１４１－３
長岡市喜多町２８９－２

電話番号
0254-22-4279
0254-27-8306
0254-27-8420
0254-20-1050
0254-20-1260
0254-23-6343
0254-21-7500
0254-22-6769
0254-22-6930
0254-27-7888
0254-41-2130
0254-41-2035
0254-22-3093
0254-29-2047
0254-29-2036
0254-23-3038
0254-22-3975
0254-25-2029
0254-23-2584
0254-22-3341
0254-22-9565
0254-22-2437
0254-22-3022
0254-22-4763
0254-22-3316
0254-22-6840
0254-25-2047
0254-23-3064
0254-28-5957
0254-22-2851
0254-22-3327
0254-32-2251
0256-94-2096
0254-53-2382
0254-66-7925
0254-52-4543
0254-52-4496
0254-66-5076
0254-53-3802
0254-52-2421
0254-56-7552
0254-52-2247
0254-52-6341
0254-66-7771
0254-72-1641
0254-77-2072
0254-43-4811
0254-46-2017
0254-43-4095
0254-48-3715
0254-45-2111
0254-46-2141
0254-43-2639
025-765-2116
0258-92-2333
0258-92-2224
0258-92-4611
0258-44-8609
0258-44-8059
0256-97-3454
0258-46-3273
0258-46-6111
0258-27-1675

店名
五十嵐自転車店
バイクサービス原
コバヤシオートサービス
イオン 長岡店
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰムサシ 長岡店
たかさか商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 長岡店
渡辺自転車店
滝浪自転車店
足立自転車商会
山田自転車店
ＳＢＳ長岡東
あさひ輪業
福島自転車店
勝沼輪業
サイクルショップいとう
三浦自転車商会
サイクルショップ花野
サイクルショップ オオハラ
関輪店
関口自転車店
海津自転車店
ミウラサイクル
岡村自転車店
田中自転車店
高善自転車店
高橋自転車商会
松生輪業
eプラザ長岡栃尾
㈲丸正コバヤシ
若月輪店
有木自転車店
藤原自転車店
小林自転車商会
室橋輪店
吉村自転車商会
サイクルセンター ヨシハラ
㈲下村商会
早川自転車店
ヒラサワモータース
富士屋モータース
大久保自転車店
米井輪店
マルイ商会
田中輪業
戸川自転車店
髙野自転車商会
オートサイクルつちだ
石広輪店
丸山自転車商会
大島輪業
岡本輪店
㈲イシヅキ
サイクルショップたなか
田巻輪店
青木輪店
上村自転車店
髙橋モータース
高橋自転車店
髙野輪店
㈲小沢石油
バイクフレンド塩川
石田 壮英

住所
長岡市宮内５－９－２５
長岡市金沢１－１－３
長岡市金町１－３－４０
長岡市古正寺１－２４９－１
長岡市古正寺町字中割６４
長岡市江陽２－１５－１
長岡市堺町１９８－１
長岡市寺泊下荒町８４８３
長岡市寺泊戸崎１６２８－２
長岡市寺泊大町７７０２－１
長岡市寺泊竹森７０８－１
長岡市曙２－５－９
長岡市小国町横沢２５９４－５
長岡市小国町横沢２６７－７
長岡市上樫出１７３２－１
長岡市城岡２－２－７
長岡市新町３－３－５０
長岡市新保２－２８－２３
長岡市水道町３－６－２７
長岡市西川口１２１０－３０
長岡市石内２－１－３
長岡市石内２－３－１４
長岡市川崎３－２４３０－１５
長岡市台町１－４－１３
長岡市大口１３４５
長岡市大島新町２－２－３２
長岡市大島新町２－甲１２５４－７
長岡市滝の下町２－３
長岡市滝の下町８－１８
長岡市滝谷町４４８
長岡市池之島１８６６
長岡市中沢町４－６７－３
長岡市中島３－１０－１１
長岡市中之島１－８
長岡市中之島中条甲８５７
長岡市中野東３１０５－１
長岡市殿町２－４－１９
長岡市島崎３８８
長岡市島崎４９０４－６
長岡市島崎５４４－１
長岡市島崎７９７－１
長岡市東川口１９１７
長岡市栃尾新町４－８
長岡市二日町７４６－２
長岡市飯塚２１６９
長岡市福住２－４－５
長岡市福道町５４２－２０
長岡市麻生田町７４８－５
長岡市与板町与板５９９
長岡市脇野町１１３３－７
長岡市脇野町５０９－１
長岡市脇野町８９
東蒲原郡阿賀町津川３４７２
南蒲原郡田上町大字川船河乙２３７
南蒲原郡田上町田上丙２５２４－１
南魚沼市一村尾１６５８
南魚沼市浦佐４６４－８
南魚沼市塩沢１１６９－７
南魚沼市塩沢８０
南魚沼市関１１０９
南魚沼市宮５４２－１
南魚沼市五日町２６５－１３
南魚沼市五日町３６３

電話番号
0258-33-3867
080-9583-1503
0258-52-2789
0258-22-4822
0258-27-6345
0258-27-0781
0258-22-5200
0258-75-2214
0258-75-2463
0258-75-2109
0256-97-3630
0258-33-7626
0258-95-2300
0258-95-2041
0258-52-2834
0258-24-7845
0258-32-2088
0258-24-8060
0258-33-7542
0258-89-2303
0258-32-5682
0258-32-1682
0258-32-4647
0258-32-4735
0258-24-1282
0258-27-0004
0258-27-3180
0258-52-2568
0258-52-2336
0258-22-2729
0258-24-1088
0258-33-1993
0258-32-3520
0258-66-2346
0258-66-5029
0258-66-2774
0258-32-4096
0258-74-2078
0258-74-2081
0258-74-2108
0258-74-2037
0258-89-2127
0258-53-3029
0258-52-2590
0258-92-2786
0258-33-2595
0258-27-1504
0258-44-8305
0258-72-2706
0258-42-2508
0258-42-2559
0258-42-2457
02549-2-2223
0256-52-5958
0256-57-2118
025-777-2285
025-777-2118
025-782-0154
025-782-0170
0257-83-2026
0257-74-2021
025-776-2069
025-776-2110

店名
栗田輪店
南雲自転車店
イオン 六日町店
㈲佐藤自転車店
二輪プラザ大塚
佐野自転車店
大和ホンダ
㈱上野商会
朝倉モータース
藍沢自転車店
ひらせいﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 岩上店
戸田サイクル
渡辺商会
三井田自転車店
吉岡商会
阿部自転車店
本間輪店
布施自転車店
藤原自転車店
三宮自転車店
バイシクルパーク
小島輪店
徳間商会
泉自転車店
㈱マエカワ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 柏崎店
柳 商店
栄輪堂
高輪オートショップ
㈲松坂屋輪業
㈱矢﨑商会
㈲濁川商会
滝沢輪店
(合)廣島屋自転車店
金子自転車店
道下サイクル

住所
南魚沼市上原１２１－１３
南魚沼市大崎３３６２－２
南魚沼市余川３１００
南魚沼市六日町１７７５
南魚沼市六日町２２７２
南魚沼市六日町２７－５
南魚沼市茗荷沢２７８－８
柏崎市安田２１３３－１
柏崎市茨目３－１２－３１
柏崎市加納２７６１
柏崎市岩上字刈又２８３
柏崎市剣野町２３－１
柏崎市荒浜３－１－１２
柏崎市四谷３－１－４４
柏崎市四谷３－４－８
柏崎市西本町３－３－２２
柏崎市大字安田１７５２－１
柏崎市大字女谷４７７７－２
柏崎市大字上方５９１－２
柏崎市大字曽地２６－１
柏崎市大和町１－６０
柏崎市大和町９－２７
柏崎市中田１７８６
柏崎市中浜１－９－９
柏崎市東本町１－１０－１０
柏崎市宝町１－２３
柏崎市北条４００２－１
北蒲原郡聖籠町次第浜１６２６
北蒲原郡聖籠町網代浜７３６－２
妙高市小出雲３－２－２
妙高市上町７－３
妙高市上堀之内３２５
妙高市諏訪町１－３－２
妙高市石塚町１－５－７
妙高市東雲町８－２２
妙高市白山町２－１６－２

電話番号
025-775-2619
025-779-2053
025-770-1100
025-772-2320
025-772-3024
025-772-2327
025-779-3021
0257-24-8969
0257-22-4750
0257-27-2120
0257-32-7850
0257-24-3333
0257-22-4479
0257-23-4549
0257-22-3479
0257-22-2624
0257-22-4357
0257-29-2237
0257-24-3964
0257-28-2339
0257-23-9873
0257-22-4842
0257-22-4460
0257-22-4089
0257-22-2502
0257-23-0634
0257-25-3069
0254-27-4171
0254-27-7735
0255-72-2579
0255-72-2154
0255-75-2401
0255-72-2137
0255-72-2428
0255-72-2775
0255-72-1891

