自転車安全整備店（大阪府）
平成29年02月01日
店名
アップ・スポーツバイク
オーミナミ園田
カシワギサイクル
ＴＡＤサイクル
大南商事㈱大商リ－ス
オーミナミ彩都
土井商会
イオン 茨木店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 茨木店
DAIWA CYCLE 茨木店
小林サイクル
オーミナミ真砂
DAIWA CYCLE 南茨木店
Dax ＋
㈲ 柏木商店
サイクルショップ寺内
オーミナミ園田別館
イオン 新茨木店
茨木サイクル商会
サイクルネット JR茨木店
ＤＣＭダイキ 茨木店
サイダ サイクル
モーターサイクル春日丘
はやしサイクル
サイクルネット 阪急茨木店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 茨木豊川店
㈱下村自転車商会
津村モータース
サイクルショップ ナカタ
大塚サイクル
ヨシミサイクル
藤田自動車
大栄サイクル社
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 羽曳野店
バイクショップまっくす
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 河内長野店
ACT WITH
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 貝塚店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 貝塚店
福井サイクルモータース
新北ホンダ自動車㈱
ＤＣＭダイキ 貝塚店
イオンバイク 貝塚店
林 自転車店
倉田サイクル商会
サイクル ジャパン
ＤＣＭダイキ 岸和田店
清井サイクル
DCMダイキ 岸和田東店
中西自転車店
二輪センター ミヤケ
アサヒサイクル
堀川サイクル
吉田商会
WARE HOUSE
フタバサイクル
魚野工業㈱
加納サイクル

住所
茨木市鮎川１－７－３２
茨木市園田町１－２
茨木市園田町１８－３７
茨木市桑田町１３－１９
茨木市佐保１９８－１
茨木市彩都あさぎあさぎ１－２－１
茨木市耳原２－８－２５
茨木市松ケ本町８－３０－３
茨木市松ケ本町９－３３
茨木市上穂積２－１２－４５
茨木市真砂１－２－３５
茨木市真砂１－９－１１
茨木市真砂玉島台２－９
茨木市総持寺１－２－１０-1F
茨木市大手町１２－２
茨木市大池１－１１－２７
茨木市中津町１７－２７
茨木市中津町１８－１
茨木市中穂積１－１－５３
茨木市中穂積１－２－４５
茨木市東太田１－６－１０
茨木市南安威１－１－２８
茨木市南春日丘１－１－２５
茨木市白川３－１－４
茨木市別院町４－２０
茨木市豊川３－２－４１
茨木市本町１－１３
羽曳野市恵我之荘４－２－２９
羽曳野市古市町７－９－９
羽曳野市高鷲２－２２－８
羽曳野市高鷲４－３－１０
羽曳野市高鷲５－１－３
羽曳野市西浦４－７８９－５
羽曳野市野々上２－１２－１
河内長野市寿町５－６１
河内長野市上原町８７４
河内長野市本町５－１０ﾒﾙﾍﾞｰﾕ1F A号
貝塚市久保５８－１
貝塚市小瀬６２－１
貝塚市清児９８５－４
貝塚市西町２－８
貝塚市石才２１７
貝塚市地蔵堂７４－２
貝塚市堤４２６
貝塚市畠中町２－１４－８
貝塚市木積２０６９－２
岸和田市磯上町４－６－１５
岸和田市稲葉町１３４－９
岸和田市下松町１－３－５
岸和田市加守町３－５－１８
岸和田市作才町１１７－２
岸和田市春木旭町５－１６
岸和田市春木若松町３－２９
岸和田市春木泉町１０－３２
岸和田市春木本町９－２６
岸和田市小松里町９３８－５
岸和田市沼町３４－１９
岸和田市上野町西１２－１８

電話番号
072-634-6037
072-634-3649
0726-33-0956
072-638-6231
072-649-3987
072-657-8198
072-643-5432
072-645-3333
072-645-4190
072-621-3675
072-634-5668
072-636-6611
072-657-1288
072-664-5883
0726-24-2556
072-633-9261
072-657-1000
072-636-5154
072-623-0884
072-624-7139
072-626-6055
072-641-1108
072-623-9425
072-633-7717
072-621-7376
072-640-3136
072-622-2572
072-955-1650
072-956-8613
0729-54-0054
0729-39-6060
072-955-1456
072-956-1625
072-930-3312
0721-54-1488
072-156-8102
0721-69-5370
072-423-7177
072-439-0634
072-446-0530
072-422-2291
072-423-5711
072-430-1501
072-422-2981
072-431-6275
072-446-1008
072-438-4786
072-479-0746
072-433-0066
072-422-7527
072-426-6959
072-443-6785
072-423-0441
072-422-6858
072-424-7564
072-444-2753
072-422-1578
072-439-5663

店名
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 岸和田店
山田サイクル
政池モータース
イオン 東岸和田店
山本モーターサイクル
サイクルショップ辻
㈲渡辺モータース
カケダサイクル
和田サイクルショップ
交野サイクル
羽田サイクル
片山サイクル
成川自転車店
宇多オートサイクル
ペダル 高石店
ＬＯＨＡＳ Cycle asahi 高石店
田中自転車店
ひこ自転車店
はやしサイクル
やぎサイクル
サイクルショップ仲田
サイクルショップ モリ
光輪サイクルセンター
アートサイクル門
二輪ショップ 鈴創
高槻サイクルセンター
サイクルピット 高槻店
サイクルストアー オカモト
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高槻深沢店
DAIWA CYCLE 高槻店
㈲市田モーターサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高槻店
㈲ジョイフル
カインズホーム 高槻店
ダイエー 摂津富田店
豊留サイクル
岡本サイクル
サイクルショップ マルシン
立石サイクル
サイクルショップさとう
サイクルガーデン Ｈiro
Air bike
ＤＣＭダイキ 阿武山店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高槻富田店
イオン 高槻店
ミヨシサイクル
オーミナミ トンダ
マルショウサイクル
まきたサイクル
エビスオート
ムツオ サイクルショップ
ふくすみサイクル
山本自転車商会
アートサイクル㈲堺一条通店
まちの自転車店リコ 堺一条店
ヤスダサイクル
伊東商会
岸本自転車店
奴井自転車店
Ｖｉａｎｏｖａ七道店
ｻｲｸﾙﾋｰﾛｰ 堺駅ﾌﾟﾗｯﾄﾌﾟﾗｯﾄ店
アオキ自転車商会
ちゃりーず

住所
岸和田市西之内町６２－３
岸和田市大町３－１－１１
岸和田市池尻町９４５－２
岸和田市土生町２－３２－７
岸和田市内畑町８３９
岸和田市八田町１６２６
岸和田市八幡町１６－２１
岸和田市別所町１－１７－２４
岸和田市北町７－２
交野市私部４－５０－９
交野市倉治８－８－５
交野市藤が尾５－１１－１２
高石市綾園６－１－２７
高石市加茂２－３１－２３
高石市西取石６－２－１
高石市西取石６－６
高石市千代田１－２２－８
高石市東羽衣３－１３－３２
高槻市永楽町１－２８
高槻市岡本町５２ －３７
高槻市京口町７－１
高槻市芝生町３－１８－５
高槻市松原町２１－５
高槻市上牧南駅前町６－１２
高槻市城南町１－１０－２７
高槻市城南町１－２０－４
高槻市城北町１－１３－１８
高槻市城北町２－４－１４
高槻市深沢町１－１－７
高槻市西冠３－３３－１
高槻市千代田町３０－１２
高槻市川西町１－３３－２２
高槻市大冠町３－６－１３
高槻市大塚町１－９－３
高槻市大畑町１３－１
高槻市中川町４－１２
高槻市津之江町１－５６－１３
高槻市津之江町２－２７－２４
高槻市登町１３－１７
高槻市土室町３９－１５
高槻市東五百住町３－２１－２
高槻市藤の里町１－３３
高槻市奈佐原２－１１
高槻市如是町３０－６
高槻市萩之庄３－４７－２
高槻市氷室町２－３１－３７
高槻市富田丘町３－１２
高槻市富田町３－１０－１５
高槻市牧田町１２－１
阪南市下出７６－２
阪南市鳥取４７９－１
阪南市箱作３２６
阪南市尾崎町５－１１－１４
堺市堺区一条通１３－１６
堺市堺区一条通１６－２８一条第3ﾋﾞﾙ1F
堺市堺区一条通８－１０
堺市堺区香ケ丘町１丁３－１４
堺市堺区桜之町西１丁１－２６
堺市堺区山本町２丁５７
堺市堺区七道西町１２－１１－１－１０５
堺市堺区戎島町３－２２駅ﾋﾞﾙ１Ｆ
堺市堺区宿院町東４丁１－４
堺市堺区菅原通３丁２０－５

電話番号
072-448-5685
072-445-0628
072-445-1695
072-438-2301
072-479-0461
072-427-3795
072-422-4049
072-423-3747
072-422-6880
072-891-8957
072-895-5565
072-891-0204
0722-62-8738
0722-63-8241
0722-66-0220
072-267-1287
0722-61-1831
0722-61-7063
072-671-7480
072-695-3800
072-672-1695
072-678-2848
072-671-7544
072-669-6399
072-662-8484
072-671-2720
072-661-0390
072-675-5039
072-661-7145
072-675-3058
072-672-3111
0726-84-2896
0726-76-1886
072-670-2000
072-695-1147
072-674-4628
072-673-0959
072-676-5019
072-674-5851
0726-93-1943
0726-92-6508
072-672-8703
072-697-3120
0726-93-9999
072-669-5551
072-694-5700
072-696-5762
072-694-0980
072-692-1000
072-473-0048
072-471-7155
072-476-0991
072-472-1013
072-226-1891
072-222-5022
072-238-1912
0722-32-5271
072-232-1869
072-232-5856
0722-67-4411
072-269-4492
072-221-3111
072-243-1314

店名
イズタニサイクル
イオンバイク 堺鉄砲町店
まちの自転車店リコ ﾍﾞﾙﾏｰｼﾞｭ堺店
カワハラダ㈲
ハシモトサイクル
高尾商会
まちの自転車店リコ 堺東店
自転車処ぽたりんぐぅ
和泉のりもの 金岡店
イトーヨーカドー 津久野店
㈲本町サイクル松本
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鳳店
飯田サイクル
ＤＣＭダイキ 堺インター店
じてんしゃ屋さん
ペダル 浜寺店
ＫＴｃｙｃｌｅ
嶋田サイクル
サイクルパーク トミー
神田自転車店
サイクルショップ金太郎
おおとりサイクル
坂口自転車店
ダイエー おおとり店
丸高サイクル
まちの自転車店リコ 鳳店
サイクルヒーロー 堺本店
ペダル 堺深井店
沢中サイクル
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 堺店
小畑商会
㈱サイクルショップ バイコロ
山口サイクル
伊藤自転車店
吉岡サイクル
ほくなん商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 深井店
ペダル 堺福田店
小西モータース商会
自転車DARUMA
ミユキサイクル
かたやまさいくる
ＤＣＭダイキ 大美野店
静自動車商会
じてんしゃメリー
太田オートサイクル
初芝サイクル
サイクルショップ トンボ
伊藤忠サイクル白鷺ｼｮｯﾌﾟ
吉久モータース
サイクルヒーロー 泉北ｸﾛｽﾓｰﾙ店
御池台サイクル
城山台サイクル商会
DAIWA CYCLE 泉北店
ペダル 泉北店
サイクルヒーロー 美原店
ＤＣＭダイキ 堺美原店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌ ﾟ自転車BOX 美原店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 美原店
美原ホンダ松本商会
cycle shop CoCo
サイクルショップ金岡
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新金岡店

住所
堺市堺区西湊町１丁６－１０
堺市堺区鉄砲町１
堺市堺区田出井町１－１－１００-1F
堺市堺区東永山園２－３０
堺市堺区南島町１丁４３
堺市堺区南陵町４丁２－３
堺市堺区北花田口町３丁１－２１
堺市堺区北三国ケ丘町８－７－１４-1F
堺市堺区北三国ヶ丘町８丁７－３４
堺市西区下田町２０－１
堺市西区家原寺町１丁１６－２２
堺市西区上６７０－１９
堺市西区草部４１５－６
堺市西区太平寺７１１－１
堺市西区菱木２丁２２２７－２
堺市西区浜寺元町6丁８５３－１
堺市西区浜寺諏訪森町中１丁１１２－１３
堺市西区浜寺諏訪森町中２丁１５９
堺市西区浜寺石津町西４－１－１８
堺市西区浜寺石津町中３丁６－８
堺市西区浜寺石津町中４－１０－１８
堺市西区鳳西町１丁２７－５
堺市西区鳳東町４丁３０９
堺市西区鳳東町７－７３３
堺市西区鳳東町７－８３８
堺市西区鳳南町４－３８４
堺市中区新家町６０９－４
堺市中区深井清水町１４５６－１
堺市中区深井沢町２７１１
堺市中区深井北町６３７－２
堺市中区深井北町８１
堺市中区辻之１１９３－３５
堺市中区田園５７６－１
堺市中区土師町３丁１４－２９
堺市中区八田西町２丁７－３
堺市中区八田北町３３９
堺市中区八田北町４６１－４
堺市中区福田１０５３－１
堺市中区堀上町１８２－１
堺市東区丈六１８３－２
堺市東区草尾１４４１
堺市東区草尾５８０－３
堺市東区大美野１６７
堺市東区中茶屋９７－乙
堺市東区日置荘原寺町４６－３
堺市東区日置荘西町２－３－８
堺市東区日置荘西町２－３９－１２
堺市東区日置荘西町４－１０－２４
堺市東区白鷺町３－１５－５
堺市東区北野田９８－７
堺市南区原山台５丁９－７D館
堺市南区御池台３－１－１４
堺市南区城山台２－２－３
堺市南区深阪南９２９－１
堺市南区土佐屋台１５６２
堺市美原区黒山１６５－６
堺市美原区青南台２－１６－３３
堺市美原区太井５５３
堺市美原区太井５８６－１
堺市美原区北余部４６５－１
堺市北区奥本町１－３４
堺市北区金岡町５３１
堺市北区蔵前町２丁１６－４３

電話番号
072-241-3880
072-232-3190
072-222-0622
072-233-1348
072-232-6116
072-245-5237
072-223-1877
072-224-4334
072-232-6534
072-266-7700
072-274-0913
072-260-3450
072-273-1316
072-295-5008
072-271-3256
072-263-0321
072-267-4866
072-261-2671
072-241-7161
072-241-0757
072-280-3678
072-265-3886
072-271-0931
072-275-1147
072-260-0910
072-260-1885
072-235-4600
072-277-3196
072-278-9288
072-270-2345
072-278-4503
0722-36-7397
072-235-9233
072-278-0303
072-277-2177
072-277-3347
0722-70-7275
0722-39-3196
0722-78-0720
072-288-4940
072-230-2008
072-237-0809
072-239-6871
072-237-2234
072-290-7602
072-285-0465
072-285-5482
072-285-5003
072-286-2705
072-236-5252
072-284-7920
072-299-1702
072-298-0022
072-284-2228
072-234-2868
072-349-8655
072-363-1717
072-369-2201
072-363-0634
072-361-1414
072-258-6711
072-257-8832
072-240-2590

店名
野口自転車店
ｻｲｸﾙﾋｰﾛｰ ときはま金岡店
㈱ｴﾝﾄﾞｩﾄﾞｩ ジャイアントストア堺
イオン 堺北花田店
辻野自転車商会
やまちゃんの自転車
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三国ケ丘店
じてんしゃキャリー
ウエサイクル泉北１号線
クラフトマン
サイクルショップ タケモト
㈱竹田商会
恩地のりもの
イオンバイク 四条畷店
福田輪業
まちの自転車店・リコ 四條畷店
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰジャンク 梶町店
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ フォルクローレ
エナミヤ商会
山口自轉車商会
清水サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 守口金田町店
守口くらはし
㈲共立サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 守口寺方店
ハッピーサイクル
リンリン 守口店
イオン 大日店
松本サイクル
藤 輪業
木田自転車商会
藤田サイクル
ヒロベサイクル
DAIWA CYCLE 守口店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 松原店
ホンダファミリー
㈱アサダ自動車商会
中村サイクル
DAIWA CYCLE 松原店
磯野商会
髙橋輪業
大堀サイクル
伊藤自転車店
松原乗物センター
二輪ショップ芝池
サイクルランド藤田
じてんしゃハウス
モダンサイクル ヤギ
自転車館 ちゃりんくる 萱島店
キクヨシサイクル
ダイワサイクル 寝屋川高宮店
熊谷サイクル
清美モーターサイクル
恩地サイクル
たかしま自転車店
サイクルネット 香里園店
さがサイクル
DAIWA CYCLE 寝屋川店
新正
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 寝屋川店
片山サイクル
自転車 WITH 寝屋川本店
ヒラオモーターサイクル

住所
堺市北区中百舌鳥町３丁３６１
堺市北区長曾根町３０６３－１
堺市北区長曾根町５４５－２５
堺市北区東浅香山町4－１－１２
堺市北区南花田町２７７－３
堺市北区南花田町９９－１
堺市北区百舌鳥赤畑町２－４５
堺市北区百舌鳥赤畑町４－３３８
堺市北区百舌鳥陵南町１丁７６－３
堺市北区北花田町１－４６－３
堺市北区北長尾町３丁５－１３
三島郡島本町広瀬３－１－２９
四条畷市楠公１－１３－６
四條畷市砂４－３－２ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷1F
四條畷市楠公１－１２－２３
四條畷市楠公１－８－８
守口市梶町４－５７－２
守口市菊水通３－８－7
守口市京阪本通２－１６－２６
守口市橋波西之町１－１２－７
守口市金田町２－１０－２５
守口市金田町２－５５－６
守口市寺内町２－６－７
守口市寺方錦通３－１－１８
守口市寺方本通１－６－２２
守口市西郷通１－１１－２８
守口市大日町３－４－３２
守口市大日東町１－１８
守口市東光町３－２－２３
守口市藤田町４－１－２１
守口市日吉町１－４－１２
守口市八雲西町２－１６－２２
守口市八雲西町４－３－９
守口市浜町２－５－２３
松原市阿保６－１１－１６
松原市一津屋４－１０－１０
松原市岡２－４－１８
松原市河合１－１２－１８
松原市三宅中１－１２－３
松原市三宅中４－１６－９
松原市三宅中４－７－７
松原市小川町１－２－２８
松原市上田３－４－１
松原市新堂町３－３－２０
松原市丹南町４－１２５
松原市天美東７－７－５
松原市田井城２－１－３２
寝屋川市下神田町２７－１５
寝屋川市萱島信和町２１－２６
寝屋川市錦町１９－２１
寝屋川市高宮１－１６－３５
寝屋川市高宮１－３－１７
寝屋川市高宮栄町１６－６
寝屋川市高柳２－５２－３
寝屋川市寿町２３－１４
寝屋川市寿町５０－２２
寝屋川市寿町５０－３５
寝屋川市松屋町１９－２６
寝屋川市上神田１－１７－３
寝屋川市寝屋南２－２２－１
寝屋川市成田南町１－６
寝屋川市早子町２－２２－1F
寝屋川市対馬江西８－１１

電話番号
072-259-0519
072-245-9985
072-240-1003
072-257-6100
072-251-3329
072-255-3196
0722-40-4619
072-253-6477
072-279-2800
072-258-0363
072-251-5287
075-961-1128
072-876-0330
072-876-3190
072-876-1153
072-876-5850
06-6902-2950
06-6993-7108
06-6991-1632
06-6991-2510
06-6902-8922
06-6780-3572
06-6992-5584
06-6997-3824
06-6997-6912
06-6991-5981
06-6903-4111
06-4252-3900
06-6992-7025
06-6901-7297
06-6991-1636
06-6991-0301
06-6991-3281
06-6995-2558
0723-34-5501
0723-33-6969
072-331-0370
072-335-2197
072-349-2088
072-331-2794
072-331-0932
0723-33-8210
072-331-0199
072-331-2071
072-337-0234
072-335-2033
072-332-6116
072-829-6438
072-826-3190
072-829-5934
072-822-2288
072-822-6741
0720-22-4165
072-829-7556
072-835-2477
072-832-6949
072-832-3423
072-837-2668
072-828-2588
072-880-1011
072-833-1463
072-814-9980
072-827-4094

店名
リンリン 寝屋川店
山善商会
ハッピーサイクル
サイクルショップ イトー
清水サイクル
平和堂アルプラザ香里園
サイクルショップJOY 日之出店
岡 自転車店
松岡サイクル店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 寝屋川店
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 吹田店
溝河オートサイクル商会
キシノサイクル
滝口商会
サイクル わぁ
いーちゃり 吹田店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ 吹田店
イオン 北千里店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ 千里店
シンタクサイクル
ワークセンターくすの木
ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ 吹田佐井寺店
佐竹台サイクル
ニコルモーターサイクル
サイクルヒーロー 千里山田店
㈲一条サイクルセンター
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 千里丘店
モーターサイクルパル 吹田店
くわはら自転車
堤商会
モーターサイクルパル 千里丘店
オートサイクル ブーメラン
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ 千里山店
イオンバイク 南千里店
ユーショップ ジョイント
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 吹田泉町店
自転車館ちゃりんくる JR吹田駅前店
イオン 吹田店
佐々木モータース商会
ジンボサイクルショップ
シマダサイクル
サイクルスポット M-ROAD
DAIWA CYCLE 江坂店
上野サイクル
サイクル・エサカ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 中環摂津店
サイクルショップ PIT IN
CYCLE ZERO
のりものセンター サワダサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 摂津千里丘店
Moto & Cycle W-Factory
松尾サイクル
VISE
㈲エスティサービス多田商店
サイクルドクター
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ りんくうｼｰｸﾙ店
サイクルショップそわ
出山自転車商会
サイクルピット ヤナセ
ホンダ阪南販売
河内谷自転車商会
エコ・サイクル
鶴原サイクル

住所
寝屋川市大利町２９－８
寝屋川市池田西町９－５
寝屋川市点野３－３８－１２
寝屋川市田井西町３３－２－１０１
寝屋川市東大利町６－２
寝屋川市日新町５－５
寝屋川市日之出町５－５
寝屋川市八坂町１２－５
寝屋川市明和１－２０－１７
寝屋川市緑町２－２
吹田市岸部中２－４－１
吹田市岸部南１－１１－２
吹田市岸部南１－１９－１９
吹田市岸部北２－１－１８
吹田市岸部北２－３１－９
吹田市岸部北５－３２－１OMﾊﾟﾚｽ１－１０１
吹田市原町３－３－２
吹田市古江台４－２－５０
吹田市五月が丘北２－５２－１１０-1F
吹田市高浜町１０－３７
吹田市佐井寺３－３－１
吹田市佐井寺南が丘９－８
吹田市佐竹台２－５－１１
吹田市山田市場１１－８
吹田市山田西１－３６－１-1F
吹田市山田東４－１－７
吹田市山田南 ３０－２５
吹田市山田北１１－３
吹田市春日４－２０－２
吹田市昭和町１０－１７
吹田市新芦屋下２－２７
吹田市千里山月が丘１－１５
吹田市千里山松が丘２６－２１ﾌｪｱﾘｰﾌﾗｯﾂ1F
吹田市千里山西６－５６－１
吹田市千里山東１－１７－３９
吹田市泉町１－２２－１
吹田市朝日町１３－５
吹田市朝日町２－１０１
吹田市内本町１－１１－１３
吹田市日の出町４－１
吹田市片山町１－１２－７
吹田市片山町２－１１－６３
吹田市穂波町５－１
吹田市穂波町６－５
吹田市豊津町１１－３１
摂津市学園町１－７－５３
摂津市香露園８－２
摂津市正雀４－８－２２正雀ﾋﾞﾙ103
摂津市正雀本町１－３１－２４
摂津市千里丘６－１－２
摂津市鳥飼下３－２７－１５
摂津市鳥飼新町２－８－１２
摂津市鳥飼本町４－２０－１３
摂津市鳥飼和道２－１０－１５
摂津市別府３－１９－１２
泉佐野市りんくう往来南３りんくうﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾀｳﾝｼｰｸﾙ１Ｆ

泉佐野市葵町３－６－５０
泉佐野市羽倉崎２－３－３２
泉佐野市下瓦屋５－１－４３
泉佐野市笠松１－８－６
泉佐野市春日町９－３０
泉佐野市上町１－２－４４
泉佐野市鶴原１８５７－２

電話番号
072-827-7377
072-826-0655
072-826-2267
072-828-2620
072-826-0271
072-835-6600
072-811-2271
072-822-0924
072-822-8177
072-837-0208
06-6330-6551
06-6383-0291
06-6382-3287
06-6389-0443
06-6387-7320
090-4309-5356
06-6339-6777
06-6835-5600
06-6878-1745
06-6381-6919
06-6378-9770
06-6337-7888
06-6832-0044
06-6878-4535
06-6876-9800
06-6876-6277
06-6816-9581
06-6877-0821
06-6384-3633
06-6381-1469
06-6816-8823
06-6339-3054
06-4861-8146
06-6337-2111
06-6389-3139
06-6386-0055
06-6318-7833
06-6319-1147
06-6381-3049
06-6383-0080
06-6339-6508
06-6337-3997
06-6190-1088
06-6385-1358
06-6386-7630
072-652-0571
072-657-9158
06-7161-0602
06-6382-0875
06-6310-9277
072-657-7134
072-654-7718
072-646-9001
072-653-2960
06-6349-1128
072-469-3773
072-462-7417
072-465-0805
072-461-3122
072-463-1577
072-462-2157
072-425-3769
072-461-2511

店名
イオンバイク 日根野店
ミヤサイクル
中西自転車店
コカドサイクル
じてんしゃけんけん 泉大津店
しぶたオートサイクル
㈱柴田サイクルセンター
DAIWA CYCLE 泉大津店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 泉大津店
ホンダニュータウン
田中自転車商会
加納のりもの
堀江自転車店
イオンバイク りんくう泉南店
ＤＣＭダイキ 泉南店
山本自転車商会 男里店
モトハウス岸野
じてんしゃろっきぃ 忠岡店
上田自転車
立石自転車商会
㈲岩根オートサイクル
酒谷自転車商会
DAIWA CYCLE 狭山店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大阪狭山店
㈱ 伊藤忠サイクル
イオン 金剛店
BICYCLELANDSaKatani くみの木店
まちの自転車店リコ あべの店
サイクルヒーロー あべの店
サイクルショップ中山商会
川岸モータース
中野自転車店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 昭和町店
サイクルショップ大友商店
山口サイクル
サイクルショップ スマイル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 寺田町店
カガワサイクル
桃原モータース
美和商会
吉田商会
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰジャンク 高殿店
竹内自転車店
片山サイクル
サイクルショップ ナルオ商会
小林自転車商会
杉森自転車店
石坪商会
乾 自転車店
サイクルハウスてらたに
浜口自転車店
じてんしゃ５
㈲ＲＩタカハシ
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 市岡店
山田サイクル商会
谷口商会
あずま屋サイクル
サイクルショップ ハルコマ
フモトサイクルセンター
山口商会
平野サイクル
浜口サイクルショップ
港スズキサコグチ

住所
泉佐野市日根野２４９６－１
泉佐野市日根野７０８７
泉佐野市湊２－６－３９
泉大津市池浦町１－１－１９
泉大津市池浦町４－９－１６
泉大津市池園町７－１１
泉大津市東助松町１－８
泉大津市北豊中町２－９８２－５
泉大津市北豊中町３－１－１
泉南郡熊取町希望が丘３－５－１９
泉南郡熊取町五門西２－１－１０
泉南郡熊取町大久保中２－９－１
泉南郡田尻町嘉祥寺６６９－４
泉南市りんくう南浜３－１
泉南市樽井２－２５－３
泉南市男里７－２６－６
泉北郡忠岡町忠岡中１－２３－１０
泉北郡忠岡町忠岡東１－１４－１２
泉北郡忠岡町忠岡南１－１３－９
大阪狭山市狭山５－７８４－１
大阪狭山市西山台６－１－４
大阪狭山市大野台２－１－１７
大阪狭山市池之原２－１０７２－１
大阪狭山市池之原２－１１０３－１
大阪狭山市半田１－２２４－９６
大阪狭山市半田１－３５－１
大阪狭山市茱萸木６－２３９－２
大阪市阿倍野区阿倍野元町２－１ｽﾃｲﾄｱﾍﾞﾉ1F
大阪市阿倍野区旭町３－２－５-102号
大阪市阿倍野区王子町１－１０－４
大阪市阿倍野区阪南町２－２８－１４
大阪市阿倍野区阪南町７－４－６
大阪市阿倍野区昭和町２－１－１
大阪市阿倍野区昭和町４－１１－２１
大阪市阿倍野区松崎町３－１７－１１
大阪市阿倍野区西田辺町２－１１－６-102号
大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－９
大阪市阿倍野区美章園２－１８－５
大阪市阿倍野区文の里２－１８－２
大阪市旭区高殿４－１８－１３
大阪市旭区高殿６－１４－３１
大阪市旭区高殿６－１５－２５
大阪市旭区今市１－６－２１
大阪市旭区森小路１－８－１０
大阪市旭区清水１－７－１３
大阪市旭区清水４－５－１４
大阪市旭区生江２－１－１９
大阪市旭区生江３－１３－９
大阪市旭区赤川３－２－１３
大阪市旭区赤川４－１－３０
大阪市旭区大宮１－２－２５
大阪市旭区大宮２－２７－２１
大阪市旭区大宮３－２０－２５
大阪市港区磯路２－３－１６
大阪市港区三先２－１２－１６
大阪市港区市岡元町２－７－４
大阪市港区南市岡３－１１－１０
大阪市港区南市岡３－１－１４
大阪市港区八幡屋１－５－８
大阪市港区八幡屋１－９－１８
大阪市港区八幡屋２－１５－１９
大阪市港区八幡屋３－４－３０
大阪市港区夕凪１－１７－５

電話番号
072-468-1300
072-467-1004
072-462-3540
0725-23-7810
0725-20-5106
0725-21-5120
0725-21-4581
0725-31-2258
0725-40-3076
072-453-5519
072-452-0253
072-452-0063
072-465-2015
0724-80-6300
072-483-7040
072-482-7017
0725-23-1913
0725-21-7721
0725-33-7172
0723-65-0633
0723-66-3320
0723-66-3735
072-367-2688
072-360-1851
072-365-6518
072-366-7811
072-367-0208
06-6627-7077
06-6563-9970
06-6622-3526
06-6621-3571
06-6691-1294
06-6626-6789
06-6622-5030
06-6622-5777
06-4703-3399
06-6713-6364
06-6713-1505
06-6629-6833
06-6952-2923
06-6952-0305
06-4254-0556
06-6951-7543
06-6951-6762
06-6953-6678
06-6954-0248
06-6921-4905
06-6921-6917
06-6921-6187
06-6921-6301
06-6952-2690
06-6953-1303
06-6952-0056
06-6576-0789
06-6571-0768
06-6583-0545
06-6582-3402
06-6582-6151
06-6571-5398
06-6571-5380
06-6571-4826
06-6574-3082
06-6571-0636

店名
バイクショップ ナカマツ
坂東サイクル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 千鳥橋店
サイクルマン 我孫子店
山下モーターサイクル
まちの自転車店リコ あびこ店
水谷自転車店
CYCLE COUNTY
サイクルショップ クリヤマ
ｻｲｸﾙｷﾞｬﾗﾘｰ エバーウィン
ＣＹＣＥＬ ＧＡＬＬＥＲＹ ＭＵＲＡＪＩ
まちの自転車店リコ 長居店
Cycle Village Come-On
大田商会
山口モーターサイクル
田中モータース
岡田モータース
植田商会
まちの自転車店リコ 中加賀屋店
サイクルショップ モンキー
中野自転車商会
山沢のりもの店
まちの自転車店リコ 住之江店
ポートサイクル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 粉浜店
サイクルショップ アシノ
DAIWA CYCLE 玉出店
サイクルスポット ツインズ
坂田自動車
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北加賀屋店
ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ
DAIWA CYCLE 住之江店
ファミリーサイクル イケダ
まちの自転車店リコ 関目店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 城東古市店
サイクルハウスＴＯＭＯ
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 今福店
山本サイクル 鴫野店
柳原モータース商会
ARINKOサイクル
橋本商会
ｻｲｸﾙﾗﾝﾄﾞナニワ 緑橋店
ワタナベモーターサイクル
ｻｲｸﾙﾗﾝﾄﾞナニワ 野江店
嘉納商会
㈱ＮＡＫＡＧＡＷＡＭＯＴＯＲＳ
田中モータース
DAIWA CYCLE 生野店
オートサイクルショップホンダ
サイクルショップ ナカオ
まちの自転車店リコ 北巽店
Hyaku Cycle
川端モータース
CYCLES NANGO
宮田商会
サイクルランド・アイ
正田モータース
吉川自転車店
カツラギ商会
やぶ内モータース
A.C 松村
田中輪業商会
DAIWA CYCLE 大池橋店

住所
大阪市港区夕凪２－５－１
大阪市此花区伝法４－７－１０
大阪市此花区梅香１－２３－１４
大阪市住吉区我孫子東２－１－２９ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｩﾀﾞｲﾜ101号

大阪市住吉区苅田３－２－１８ｽｶｲﾊｲﾑ大喜1F
大阪市住吉区苅田５－１９－２６ｱﾋﾞｺｾﾝﾀｰﾊｲﾂ105
大阪市住吉区山之内１－１２－９
大阪市住吉区清水丘２－４－１０
大阪市住吉区清水丘２－４－１６
大阪市住吉区沢之町１－８－２０
大阪市住吉区長居２－９－３１
大阪市住吉区長居３－３－２９ｼﾞｮｲｽ長居1F
大阪市住吉区長居東４－１０－１７-102号
大阪市住吉区東粉浜２－７－１１
大阪市住吉区墨江４－１－３７
大阪市住之江区御崎３－１－２１
大阪市住之江区西加賀屋２－１－２
大阪市住之江区西加賀屋３－１９－１４
大阪市住之江区中加賀屋３－１３－２１
大阪市住之江区中加賀屋４－４－９
大阪市住之江区東加賀屋４－４－２２
大阪市住之江区南加賀屋２－６－２
大阪市住之江区南加賀屋２－８－２５ｾｼﾞｭｰﾙ24-1F
大阪市住之江区南港中２－１－１０９
大阪市住之江区粉浜１－２１－１６
大阪市住之江区粉浜１－５－８
大阪市住之江区粉浜西１－９－１１
大阪市住之江区粉浜西３－８－１７
大阪市住之江区北加賀屋２－８－２２
大阪市住之江区北加賀屋３－５－５
大阪市住之江区北島２－８－９
大阪市住之江区北島２－８－９
大阪市城東区関目２－３－２
大阪市城東区関目３－１２－２７-1F
大阪市城東区古市１－２２－１６
大阪市城東区今福東１－１－１７
大阪市城東区今福東２－７－１５
大阪市城東区鴫野西２－８－２
大阪市城東区鴫野西３－５－３６
大阪市城東区成育２－１３－２２
大阪市城東区成育３－５－１７
大阪市城東区東中浜２－２－２０丸福ﾊｲﾂ1F
大阪市城東区放出西３－１１－１０
大阪市城東区野江４－１０－５
大阪市生野区勝山北２－３－２３
大阪市生野区勝山北２－６－１０
大阪市生野区勝山北５－１２－１５
大阪市生野区小路東２－１－１２
大阪市生野区新今里３－１５－５
大阪市生野区新今里６－３－２０
大阪市生野区巽中１－２５－１２ﾅﾃｨｰﾉｰｽ104号
大阪市生野区巽中３－８－４
大阪市生野区巽東２－９－２６
大阪市生野区巽南１－１－４
大阪市生野区巽南３－２－２４
大阪市生野区巽北４－４－３４
大阪市生野区中川６－４－２０
大阪市生野区中川西１－２－４
大阪市生野区中川西２－２０－５
大阪市生野区中川西３－１０－１２
大阪市生野区鶴橋４－１５－２４
大阪市生野区田島１－７－２１
大阪市生野区田島１－９－１

電話番号
06-6571-0983
06-6461-9816
06-4804-5567
06-6699-0515
06-6697-7072
06-6696-6639
06-6691-7050
06-6671-2401
06-6671-3949
06-6692-1576
06-6693-4725
06-6616-7339
06-7175-5032
06-6671-5666
06-6671-9614
06-6685-2070
06-6681-6255
06-6681-4029
06-4702-7624
06-6683-1636
06-6681-9252
06-6681-8717
06-4702-8102
06-6613-1518
06-6676-6789
06-6671-9054
06-6671-7788
06-4701-3300
06-6681-3973
06-4702-6161
06-6685-0037
06-6686-4678
06-6931-0444
06-6786-2239
06-6786-1775
06-6932-0663
06-6930-3851
06-6961-9013
06-6961-6597
06-6931-1878
06-6931-8219
06-6963-6720
06-6961-4625
06-6936-0728
06-6716-1346
06-6718-0389
06-6731-9815
06-6755-1588
06-6751-8190
06-6753-1836
06-6756-7667
06-6224-4669
06-6757-3188
06-6752-4537
06-6758-2815
06-6757-9045
06-6751-5950
06-6731-8419
06-6712-8878
06-6712-5678
06-6741-6973
06-6757-0650
06-6755-3338

店名
坂部サイクル商会
イオンバイク スポーツ大阪店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 九条店
源兵衛自転車店
犬伏商会
自転車屋!くるり

住所
大阪市生野区林寺４－７－２７
大阪市西区京町堀１－４－１６ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ1F
大阪市西区九条１－１８－５
大阪市西区九条２－２３－１０
大阪市西区九条南２－１５－６
大阪市西区九条南２－２６－１３ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ河田1F
まちの自転車店リコ 大阪ドームシティ店 大阪市西区九条南２－３４－９－１０５
岩井商会
大阪市西区新町１－１２－１
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 西大橋店
大阪市西区新町１－３０－１３
㈲井出商会
大阪市西区靭本町１－１０－４
サイクルショップリコ 九条店
大阪市西区千代崎１－２７－４
イオンバイク 大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店
大阪市西区千代崎３－１３－１
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店
大阪市西区千代崎３－南２－６６
クマちゃんサイクル
大阪市西区土佐堀３－２－１８奥内土佐堀東ﾏﾝｼｮﾝ106
徳山モータース
大阪市西区南堀江３－９－８
旭レッド ホンダ
大阪市西区南堀江４－９－４１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北堀江デプト
大阪市西区北堀江１－５－４
カメヤマサイクル
大阪市西区北堀江２－１２－１６
じてんしゃろっきい 鶴見橋店
大阪市西成区鶴見橋１－１－２３
山崎自転車商会
大阪市西成区鶴見橋１－１７－２５
山田商会
大阪市西成区天下茶屋１－１９－９
イズミヤモータース
大阪市西成区天下茶屋２－１４－２
中尾の自転車屋
大阪市西成区南開２－２－４
木村商会
大阪市西成区南津守７－１８－１３
丸美輪業社
大阪市西成区萩之茶屋１－２－４９
カントリー
大阪市西成区萩之茶屋２－１１－９
大田サイクル商会
大阪市西成区北開２－３－６
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 西淀川歌島店
大阪市西淀川区歌島３－１－１
㈲森下商店
大阪市西淀川区御幣島２－８－３２
樋口自転車商会
大阪市西淀川区御幣島４－１４－１８
藤川自転車商会
大阪市西淀川区千舟２－２－１３
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 歌島橋本店 大阪市西淀川区千舟２－３－４
八木自転車商会
大阪市西淀川区大和田４－９－１４
池田商会
大阪市西淀川区佃１－２２－１１
㈱石原
大阪市西淀川区佃３－１８－１９
Bicyclette tsukamoto
大阪市西淀川区柏里１－１６－１６
塚本自転車店
大阪市西淀川区柏里２－１０－１
川上モータース
大阪市西淀川区野里１－３１－２
鹿屋モータース
大阪市大正区三軒家西１－２７－６
森岡ホンダ
大阪市大正区千島２－５－９
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 大正泉尾店 大阪市大正区泉尾１－３－６
泉尾自転車
大阪市大正区泉尾３－１０－１３-1-B
大本サイクル
大阪市大正区鶴町２－１１－９
㈲大正サイクル
大阪市大正区平尾４－２０－１３
サイクルショップ ヒガキ
大阪市大正区平尾４－７－７
山添モータース
大阪市中央区瓦屋町２－１０－１５
velo屋
大阪市中央区瓦町３－３－５昭和ﾋﾞﾙ1F
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 森之宮店
大阪市中央区玉造１－１－３１
カタヤマサイクル
大阪市中央区松屋町１－１
生田商会
大阪市中央区神崎町３－９
ビックカメラ なんば店
大阪市中央区千日前２－１０－１
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 谷町店
大阪市中央区谷町８－２－３
宮城商会
大阪市中央区東心斎橋２－８－３０
まちの自転車店リコ 堺筋本町店 大阪市中央区南本町２－１－１本町ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ1F
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 日本橋店
大阪市中央区日本橋２－４－１４
大成商会
大阪市中央区平野町３－１－１２
倉橋サイクル
大阪市鶴見区安田４－１－４８
タマイサイクル
大阪市鶴見区横堤４－１５－１４
津田サイクルショップ
大阪市鶴見区今津南４－１－３６
高木モーターサイクル
大阪市鶴見区今津北５－５－１３
福田サイクル㈲
大阪市鶴見区諸口３－１－７０
坂口モータース
大阪市鶴見区諸口５丁目浜１４－１４
イオンバイク 鶴見緑地店
大阪市鶴見区鶴見４－１７－１

電話番号
06-6714-2761
06-6448-3190
06-6582-1138
06-6582-2455
06-6582-1863
06-7174-5083
06-6585-2225
06-6531-8865
06-6578-2056
06-6441-2704
06-4393-9965
06-6584-1500
06-6585-1711
06-6147-6211
06-6531-1730
06-6531-5337
06-6535-7895
06-6541-3729
06-6643-5600
06-6631-4073
06-6651-0473
06-6651-3412
06-6561-2740
06-6659-6979
06-6633-0319
06-6636-7065
06-6561-1470
06-6476-3634
06-6471-2245
06-6471-4284
06-6471-3360
06-6478-5022
06-6471-2250
06-6471-2986
06-6471-1521
06-6829-6866
06-4808-6866
06-6471-8510
06-6551-2972
06-6551-2493
06-6551-6788
06-6567-8227
06-6551-7295
06-6551-0103
06-6551-2180
06-6761-0314
06-6147-5016
06-6191-5666
06-6768-9562
06-6762-8586
06-6634-1111
06-6767-7330
06-6211-5519
06-6268-5559
06-6643-6789
06-6231-6771
06-6913-2310
06-6911-0746
06-6961-0390
06-6962-6652
06-6913-0494
06-6912-0524
06-4257-3374

店名
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 放出店
三輪モータース
植田輪業
杉俣商店
Cycles NOVA 本店
㈲トモダサイクル
夕陽ケ丘じてんしゃ
bycycle studio MOVEMENT
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 四天王寺店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 都島本店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 都島北店
伊坂サイクル
藤井萬商会
サイクルショップキムラ
サイクルピット スカイ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 都島中通店
京橋サイクルショップ
立野モータース
イオン 京橋店
中島サイクル
㈱坂井モータース
サイクルメイト 駒川店
ヤマトサイクル
㈱タイセー
佐藤製作所
ニコニコヤ松井商会
大久商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東住吉今川店
吉田モータース
ザ・じてんしゃ屋 湯里店
シティサイクル カワモト
宮本自転車店
トーヨーセールス㈱
京屋輪業
野崎サイクル
サイクルショップKAJI
湯浅モータース
西田商会
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 玉造店
ちゃりんこの店としくら
松本サイクル
北村サイクル
イオンバイク 緑橋店
西本商会
但馬輪業
福西サイクル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 瑞光店
福西サイクル 菅原店
㈱吉正商店 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 上新庄店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 淡路店
バイシクル カンザキ
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ エバーレ店
自転車市場
ナカタサイクル
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカンザキ 上新庄店
サンライズ
トヨサトサイクル みたに
イトーサイクル ㈱
イオン 野田阪神店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 野田店
Cycle Partner 俺Style
イオンバイク 野田阪神店

住所
大阪市鶴見区放出東１－３－２４
大阪市鶴見区放出東２－１３－１２
大阪市鶴見区緑１－１８－２１
大阪市天王寺区玉造元町１４－１
大阪市天王寺区舟橋町４－２０
大阪市天王寺区勝山３－１２－１
大阪市天王寺区小宮町１０－９
大阪市天王寺区大道１－２－３４
大阪市天王寺区夕陽丘町４－２
大阪市都島区高倉町３－１１－４
大阪市都島区善源寺町２－３－２４
大阪市都島区大東町１－８－２５
大阪市都島区都島中通３－１３－１９
大阪市都島区都島南通２－４－２２
大阪市都島区都島本通３－２４－１２
大阪市都島区都島本通４－３－２５
大阪市都島区東野田町３－１－９
大阪市都島区内代町４－３－１
大阪市都島区片町２－３－５１
大阪市都島区毛馬町１－２０－２６
大阪市都島区毛馬町１－５－１８
大阪市東住吉区駒川４－１９－１１
大阪市東住吉区駒川５－１９－６
大阪市東住吉区桑津３－１３－３
大阪市東住吉区桑津３－１４－２２
大阪市東住吉区桑津５－５－２４
大阪市東住吉区杭全８－９－１６
大阪市東住吉区今川７－９－１３
大阪市東住吉区西今川４－１１－９
大阪市東住吉区湯里２－２０－１０
大阪市東住吉区南田辺１－２－１３
大阪市東住吉区北田辺１－４－１４
大阪市東成区深江南２－１８－１６
大阪市東成区深江南３－２２－２０
大阪市東成区神路１－１２－２９
大阪市東成区神路３－１４－１６
大阪市東成区大今里南５－１７－２０
大阪市東成区中道３－３－２８
大阪市東成区中道４－１３－１９
大阪市東成区中本１－５－２４中央大通店緑橋
大阪市東成区東今里３－１１－１１
大阪市東成区東中本１－９－１２
大阪市東成区東中本２－２－２３
大阪市東淀川区小松３－５－８
大阪市東淀川区小松４－１１－３
大阪市東淀川区瑞光１－５－２９
大阪市東淀川区瑞光１－９－１５
大阪市東淀川区菅原１－１５－１１
大阪市東淀川区菅原町６－１８－４
大阪市東淀川区大隅１－６－１２-B1F
大阪市東淀川区淡路３－２－２０
大阪市東淀川区淡路５－２０－５
大阪市東淀川区東淡路１－５－５１
大阪市東淀川区東中島４－１１－６
大阪市東淀川区豊新５－１１－２
大阪市東淀川区豊新５－１７－７-1F
大阪市東淀川区豊里５－２８－１-1F
大阪市東淀川区豊里７－１－２７
大阪市東淀川区豊里町５－２５－２４
大阪市福島区海老江１－１－２３
大阪市福島区吉野１－１－１９
大阪市福島区玉川４－１５－１１
大阪市福島区鷺洲１－１２－９

電話番号
06-4258-8280
06-6961-7422
06-6934-8295
06-6761-4591
06-6767-2224
06-6771-6153
06-6771-1450
06-4303-3196
06-6773-4888
06-6923-1147
06-6926-2234
06-6922-2184
06-6921-0521
06-6921-0501
06-6925-7636
06-6927-1010
06-6353-0777
06-6957-2628
06-6352-2151
06-6922-1869
06-6922-1241
06-6695-3211
06-6699-4801
06-6719-0311
06-6713-3359
06-6713-0807
06-6702-2805
06-6700-0330
06-6797-8567
06-6703-0211
06-6622-0340
06-6713-6059
06-6974-5241
06-6971-5578
06-6972-8967
06-6977-7700
06-6981-7386
06-6981-7003
06-6973-9798
06-6975-5050
06-6981-8970
06-6971-6359
06-7668-8190
06-6328-3844
06-6328-5931
06-6329-6770
06-4809-5567
06-6329-6774
06-6328-3935
06-6990-6657
06-6990-6799
06-6322-6027
06-6322-9191
090-5663-2359
06-6329-4449
06-6326-5568
06-6320-1884
06-6327-6903
06-6329-2395
06-6457-6300
06-6443-3099
06-6940-6272
06-6452-3190

店名
サイクルショップ渡辺
鷺洲自転車店
Bicycle Shop arti
㈱江戸屋商会
イオンバイク 喜連瓜破駅前店
瓜破 サイクルセンター
ウダサイクルスポーツ店
ハッピーサイクル
くるくるサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 瓜破店
DAIWA CYCLE 平野加美店
DAIWA CYCLE 喜連瓜破店
サイクルメイト二葉
橋爪商会
片岡サイクル
まちの自転車店リコ 平野店
スリービーサイクル 平野店
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 平野本町店
サイクルランド ナニワ
佐藤自転車店
㈲ネヅミヤ商店
邦洋自転車㈱二輪部
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 梅田店
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ梅田
エフワンサイクル
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 長柄店
佐藤モーター商会
じてんしゃやさん 天神橋店
ｻｲｸﾙﾗﾝﾄﾞナニワ 天六店
山本自動車
東急ハンズ 梅田店
㈲川端商会
井上自転車商会
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 三国店
サイクル スミヤ
サイクルショップ ワークス
まつみねサイクル
サイクル・ワールド
ｻｲｸﾙ&ﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟ カンバヤシ
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 十三店

住所
大阪市福島区鷺洲３－１－３１
大阪市福島区鷺洲５－４－１８
大阪市福島区野田３－６－２６
大阪市福島区野田４－１－３１
大阪市平野区瓜破２－１－１３
大阪市平野区瓜破西１－１０－２７
大阪市平野区瓜破西２－１０－７
大阪市平野区瓜破西２－６－1
大阪市平野区瓜破東２－１１－２ｼｬｰﾒｿﾞﾝ出戸102
大阪市平野区瓜破東２－５－４
大阪市平野区加美東４－１５－１１
大阪市平野区喜連西４－６－１５
大阪市平野区長吉長原西２－２－５
大阪市平野区長吉長原東３－１３－３３
大阪市平野区平野宮町１－４－２６
大阪市平野区平野宮町１－６－２ｲｽﾞﾐﾔ平野外店舗1F

大阪市平野区平野西１－２－６丸善ﾋﾞﾙ1F
大阪市平野区平野本町２－１－１７
大阪市北区山崎町１－２５
大阪市北区菅栄町２－１５
大阪市北区西天満３－１４－９
大阪市北区西天満４－２－１７
大阪市北区太融寺町２－２２
大阪市北区大深町１－１
大阪市北区大淀中２－１１－１６
大阪市北区長柄東２－８－３６
大阪市北区天神橋１－１４－１７
大阪市北区天神橋４－８－８第2平川ﾋﾞﾙ1F
大阪市北区天神橋６－３－２２
大阪市北区堂島１－２－１１
大阪市北区梅田３－１－１大丸梅田店内
大阪市淀川区加島２－２－３２
大阪市淀川区加島３－５－２８
大阪市淀川区三国本町２－１８－４１
大阪市淀川区三国本町２－５－４
大阪市淀川区十三元今里２－２１－１９-102号
大阪市淀川区十三元今里２－４－９
大阪市淀川区十三東２－６－８高田ﾋﾞﾙ1F
大阪市淀川区十三本町１－１２－１６
大阪市淀川区十三本町２－６－２
ﾔﾏﾊ発動機販売㈱ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ西日本 大阪市淀川区十八条２－４－４２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新大阪店
大阪市淀川区西宮原２－７－１４
サイクルショップ リンエイ
大阪市淀川区西三国３－６－４
サイクルハウス ２１マツダ
大阪市淀川区塚本２－１６－１２
サイクルピット ワダ
大阪市淀川区東三国４－１－２
サイクルショップ タケザワ
大阪市淀川区東三国４－２４－９
本荘サイクル
大阪市淀川区東三国５－１２－３
西中島自転車店
大阪市淀川区木川西１－５－１６
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 西中島店
大阪市淀川区木川東２－１１－４
サイクルショップ自転車BOX
大阪市浪速区恵美須東１－１１－１３
㈱大阪シゲオー
大阪市浪速区元町３－８－９
ちゃり屋
大阪市浪速区日本橋３－２－２
サイクルヒーロー なんば店
大阪市浪速区敷津東１－２－１２
ＤＣＭダイキ なんば店
大阪市浪速区湊町１－２－３ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ
コジマ×ビックカメラ 大東店
大東市諸福５－１３－２５
サイクルショップ ミラノ
大東市新町１６－１８
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大東店
大東市新田東本町１－２５
サイクルショップ米沢
大東市赤井１－１－１９
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 住道店
大東市赤井１－１５－１５
サイクルショップ さぶちゃん
大東市南津の辺町２２－１６
サイクルセンター村尾
大東市北楠の里町２４－３０
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 池田店
池田市井口堂１－１２－２
自転車ショップひぐち
池田市井口堂３－２－１３

電話番号
06-6451-3166
06-6458-3666
06-6136-8943
06-6461-2107
06-6760-1777
06-6702-2389
06-6702-1216
06-6797-4932
06-6790-0030
06-6760-5610
06-6795-6808
06-6799-8668
06-6790-0031
06-6708-6262
06-6791-2196
06-6795-1355
06-6777-1317
06-6793-5506
06-6376-3190
06-6351-1693
06-6364-4668
06-6364-3773
06-6312-3399
06-4802-1010
06-6451-6176
06-6353-5567
06-6352-6310
06-6354-8767
06-4792-8028
06-6341-4421
06-6347-7204
06-6308-5680
06-6302-1080
06-6393-3099
06-6393-2376
06-6305-3196
06-6301-0869
06-6309-0825
06-6301-4000
06-6303-6466
06-6397-6161
06-6396-8320
06-6393-8558
06-6304-2738
06-6392-5134
06-6392-8918
06-6399-5340
06-4805-7766
06-6838-8868
06-6631-0660
06-6647-5415
06-6647-8066
06-6631-3430
06-4300-3080
072-869-2144
072-875-1820
072-869-5311
072-872-1661
072-873-2999
072-863-6887
072-876-8516
072-763-2270
0727-62-6235

店名
池田サイクルショップ
㈱サイクルショップ イワ井
易 サイクル
ザ・じてんしゃ屋 石橋店
浅井サイクル
ダイエー 池田駅前店
フジモトサイクル
カインズホーム 東大阪店
DAIWA CYCLE 楠根店
サイクルショップCROSS
正垣サイクル
DAIWA CYCLE 住道店
サイクルショップくるくる
遊輪館
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟおおさか屋 岩田店
キリカワサイクル
ｻｲｸﾙｼｮﾂﾌﾟカイト 瓢箪山店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東大阪吉田店
樋口輪業
イオンバイク 東大阪店
イオン 東大阪店
ｽｰﾊﾟｰオートバックス 布施高井田
サイクルショップ M’S
イオン 鴻池店
DAIWA CYCLE 東大阪寿町店
キョウワサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 八戸ノ里店
㈱ゲンズ 八戸ノ里店
㈱西尾サイクル
ヒロタニ サイクルショップ
㈱かいた屋
清水自転車店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 東大阪店
リスペア マルナカ東大阪店
じてんしゃや
DAIWA CYCLE 小阪店
イオンバイク 布施駅前店
サイクルショップ ミタニ
山口輪業社
トミタサイクル 鴻池本店
サイクルショップ太田
頭師自転車店
ちゃりんくる
松下自転車商会
タナカオート
サイクルショップ サトー
DAIWA CYCLE 藤井寺店
クズハラ、サイクル
古河サイクル
トセ サイクル
うえだサイクル 国分店
㈲すみれつうわん
今水サイクル
今水自転車商会
中西商会
オートプラザニシミネ
ザ・じてんしゃ屋 八尾店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 八尾北店
サイクルショップDOI
DAIWA CYCLE 青山店
ザ･じてんしゃ屋 山本南店
遊輪館
ウチダサイクル

住所
池田市菅原町２－１６
池田市菅原町２－５
池田市石橋３－１－７
池田市石橋４－１２－７-101号
池田市天神２－３－８
池田市満寿美町２－２
池田市緑丘２－７－１０
東大阪市稲田三島町３－８８
東大阪市稲田新町２－１２－１１
東大阪市瓜生堂１－１－９
東大阪市下六万寺町１－９－１６
東大阪市加納８－２４－１０
東大阪市花園東町１－１－１２
東大阪市花園本町２－７５－１
東大阪市岩田町５－１１－１０
東大阪市喜里川町１－１１
東大阪市喜里川町１－３１
東大阪市吉田下島４－３４
東大阪市御厨栄町２－１８－７
東大阪市荒本北２－１－３
東大阪市荒本北２－３－２２
東大阪市高井田本通４－２－５
東大阪市高井田本通７－２－２６
東大阪市鴻池町１－１－７２
東大阪市寿町１－１２－１６
東大阪市渋川町３－２－２７
東大阪市小阪２－１２－１０
東大阪市小阪２－１４－１３
東大阪市小若江１－１－７
東大阪市小若江２－１３－１６
東大阪市昭和町３－１３
東大阪市神田町３－２３
東大阪市西岩田２－３－２５
東大阪市西岩田３－２－３
東大阪市西石切町１－７－２８
東大阪市西堤本通東２－５－３
東大阪市足代北２－２－１８
東大阪市大蓮北３－１６－１１
東大阪市長栄寺２－１
東大阪市東鴻池町２－５－１１
東大阪市楠根２－１０－１４
東大阪市日下町４－４－５６
東大阪市柏田本町１－３
東大阪市宝持３－１－３９
藤井寺市恵美坂１－１－３
藤井寺市恵美坂１－１３－２２
藤井寺市御舟町１２－２
藤井寺市沢田１－４－１４
藤井寺市藤ヶ丘３－４－７
藤井寺市北條町１５－４５
柏原市国分西２－３－２
柏原市国分西２－５－１７
柏原市今町１－５－１６
柏原市清州２－３－２９
柏原市大正１－９－５６
八尾市恩智中町３－１５３
八尾市恩智北町１－６６
八尾市萱振町１－５４－１０
八尾市高安町北１－２３
八尾市高美町５－５２－１２３
八尾市山本町南１－７－２２
八尾市山本町北４－８－５
八尾市山本町北６－６－１８

電話番号
072-751-4469
072-751-3309
0727-62-0270
072-760-6111
072-761-8809
072-753-4147
072-751-5550
06-4309-1000
06-6748-3588
072-964-6905
0729-82-5801
072-806-1888
072-964-5665
0729-64-1179
0729-63-0200
072-984-9203
072-985-6610
072-967-6511
06-6781-5273
06-7669-0832
06-4309-2370
06-4308-8875
06-6783-6010
06-6746-2221
06-6736-1118
06-6728-6320
06-6618-7666
06-6783-7250
06-6721-7644
06-6725-4819
072-985-3333
072-981-5333
06-6618-2311
06-6618-5015
072-981-0011
06-6618-3588
06-7664-8190
06-6727-0817
06-6781-8085
06-6745-5903
06-6747-3550
072-981-4470
06-4309-5775
06-6725-3356
072-955-0527
072-939-5587
072-931-3888
072-988-1638
072-954-2535
072-955-4801
072-975-2440
0729-77-8053
072-972-1139
072-972-0528
072-971-5678
072-943-7152
0729-41-7388
072-990-3122
072-997-5887
0729-25-1008
072-923-6712
072-924-0968
072-999-3569

店名
サイクルハウス URA
じてんしゃやさん 八尾店
ジャツキーサイクル
あおぞらサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 八尾店
DAIWA CYCLE 八尾北店
シンエイサイクル
サイクルショップもとき
DAIWA CYCLE 八尾本店
オートサイクル ベンリー
プラザ二輪館
㈲山本商会
イオン 金剛東店
サイクルヒーロー 富田林店
BICYCLE LAND Sakatani 滝谷駅前店

マシューズ･ワークショップ
サイクルショップ輪
平山自転車商会
DAIWA CYCLE 豊中店
サイクルショップ 輪娯ロード
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 庄内店
シブヤ商会
内藤サイクル
DCMダイキ 豊中店
庄内サイクル クロダ
ｻｲｸﾙｺﾝﾋﾞﾆてるてる 庄内店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 千里中央店
㈱豊中サイクルストアー
B/B ピーターパン
サイクルプラザ キシマ
サイクルショップ曽根
ダイワサイクル
わたぬき輪業
葭田自転車店
ペダル 豊中店
ザ・じてんしゃ屋 庄内店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 緑地電動ｱｼｽﾄ館
DAIWA CYCLE 東豊中店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東豊中店
サイクルメイト山下
ロイヤルﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 豊中店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 服部店
さいくるぴっとダイワ 服部店
まちの自転車店リコ 服部店
もりもとサイクルオート
イオンバイク 豊中店
さいくるぴっとダイワ 豊中駅前店
サイクルショップ銀輪亭
㈲モーターサイクル パル
自転車Y-A!
DAIWA CYCLE 枚方店
田口商会
香里ヶ丘サイクルセンター
薬田サイクル商会
サイクルショップやまもと
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ百万馬力 枚方店
じてんしゃ工房ﾎﾟﾝﾌﾟｲｯﾄ 枚方中宮店
松浦サイクル
フウチ モーターサービス
下村サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 枚方店
枚方エコサイクル
Cycle Flower

住所
八尾市西山本町５－１６－５
八尾市青山町１－１－４３
八尾市天王寺屋７－５
八尾市東山本町１－１４－３
八尾市南太子堂３－２－２６
八尾市楠根町４－３４－１４
八尾市八尾木北２－９０
八尾市本町５－６－９
八尾市本町７－１－９
富田林市喜志町２－３－１６D&Mﾋﾞﾙ1F
富田林市久野喜台１－１－５
富田林市久野喜台２－４－２５
富田林市向陽台３－１－１
富田林市若松町５－６－１
富田林市須賀２－５８３－２-1F
富田林市東板持町２－２３－６
富田林市藤沢台６－２－１０
豊中市蛍池中町４－１－１２
豊中市向丘３－１０－１３
豊中市桜の町６－８－２３ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ豊中2F
豊中市三和町２－７－５５
豊中市庄内栄町４－１１－２０
豊中市庄内栄町５－４－４
豊中市庄内幸町５－１４－２３
豊中市庄内西町３－１－１
豊中市庄内東町１－２－１４
豊中市上新田１－８５－３
豊中市上野西１－１２－１５
豊中市城山町２－７－６
豊中市城山町３－１－１０
豊中市曽根西町２－３－３１
豊中市待兼山町２２－１５
豊中市大黒町２－１５－１６
豊中市中桜塚１－８－３
豊中市中桜塚４－７－１１
豊中市島江町１－３－１
豊中市東寺内１０－３６－１０２
豊中市東豊中町５－３１－１
豊中市東豊中町６－２３－３０
豊中市浜１－２７－１３
豊中市服部寿町５－９２－１
豊中市服部南町１－７－１３
豊中市服部南町２－３－５
豊中市服部本町１－６－２-101
豊中市豊南町南３－５－１６
豊中市北緑丘２－８－５
豊中市本町３－１－５４
豊中市本町５－８－５０
豊中市夕日丘１－３－７
豊能郡能勢町宿野１７０－５７
枚方市宮之阪４－２８－３３
枚方市御殿山町３－４
枚方市香里ケ丘１０－３４６３－１６
枚方市三矢町９－７
枚方市招提平野町９－７
枚方市招提北町１－２２２９－１
枚方市中宮北町２－１８
枚方市町楠葉１－５－２０
枚方市長尾西町２－９－２５
枚方市田口１－６４－７
枚方市田口４－２６
枚方市田口５－１－１ひらかた夢工房内
枚方市東香里１－２３－２２

電話番号
072-991-6236
072-924-5771
072-949-2972
072-992-7470
072-995-4381
072-993-1128
072-994-4004
072-922-2538
072-991-9798
0721-25-5387
0721-28-1888
0721-29-2838
0721-28-1110
0721-55-4100
0721-54-3492
0721-33-0112
0721-40-3196
06-6855-3332
06-6152-1238
06-6849-4013
06-6336-2232
06-6331-4317
06-6331-4352
06-6333-3786
06-6331-5851
06-6333-1566
06-6834-9016
06-6852-1387
06-6864-2326
06-6862-0733
06-6853-3431
06-6854-8615
06-6331-5946
06-6853-0516
06-6845-2348
06-6334-8505
06-6821-6292
06-6840-3888
06-4865-5800
06-6332-1448
06-6867-1177
06-6867-6335
06-6862-0788
06-6865-3200
06-6331-3405
06-6855-5819
06-6857-3196
06-6854-4543
06-6152-0789
072-743-0562
072-805-3488
072-840-0167
072-832-1423
072-841-2630
072-856-8120
072-856-3196
072-808-7602
072-856-0965
072-809-2556
072-848-2916
072-898-5982
072-849-7520
072-807-3864

店名
リンリンくずは店 ベロステーション
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 枚方東田宮店
じてんしゃ工房 ﾎﾟﾝﾌﾟｲｯﾄ くずは店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ くずは店
光善寺サイクルショップ㈱
牧野サイクルセンター
藤井サイクル
自転車工房タック
つぼたサイクル
サイクランドホープ
アヤハディオ 箕面彩都店
相原サイクル
北摂オート㈱
野々口商会
DAIWA CYCLE 箕面店
イオン 箕面店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 箕面店
CYCLE SEVEN
モーターサイクルパル 箕面店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 牧落店
㈱ウィング垣内
ちゃりんこ村
DAIWA CYCLE 門真店
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰジャンク 西三荘店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 巣本店
サイクルリペア
Robyn's Bicycles ロビンの自転車店
自転車屋ふれんど
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰジャンク 島頭店
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰジャンク 古川橋店
イオン 古川橋駅前店
モトパーク
ＤＣＭダイキ 和泉中央店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｺﾑﾎﾞｯｸｽ光明池店
ダイエー 光明池店
㈱柴田サイクルセンター
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 和泉中央店
イオン 和泉府中店
前川サイクル商会
田中サイクル
アサヒサイクル
川端自転車店
サイクルヒーロー 和泉店
㈱長谷場商事
サイクルショップPONY
KISHIBE MOTOR & CYCLE
オグラ サイクル

住所
枚方市東船橋１－３７－１
枚方市東田宮１－１３－１７
枚方市楠葉並木２－２５－９
枚方市北船橋町３２
枚方市北中振１－１７－１９
枚方市牧野本町１－１－６９
枚方市養父元町１６－１３
枚方市養父西町２２－３
箕面市粟生間谷西３－４－１１
箕面市今宮３－１９－２６
箕面市彩都粟生南２－１２－８
箕面市桜１－１３－３２
箕面市桜井２－１６－１７
箕面市小野原西１－１２－２４
箕面市小野原西５－１２－１７
箕面市西宿１－１５－３０
箕面市西宿２－１－１１
箕面市西小路５－５－１
箕面市船場西３－１３－７
箕面市牧落４－１－２７
箕面市箕面２－１－３０
門真市下島町２９－１４
門真市岸和田１－１－１７
門真市元町２７－６
門真市四宮１－２－１６
門真市舟田町１５－２４
門真市舟田町４５－２６
門真市石原町４１－１５
門真市島頭４－１６－１０
門真市末広町３１－１０ｻﾝｺｵｱ第2ﾋﾞﾙ
門真市末広町４１－２
和泉市いぶき野２－９－２
和泉市いぶき野５－６－１７
和泉市室堂町８２４－３６（ｺﾑﾎﾞｯｸｽ光明池内）
和泉市室堂町８４１－１
和泉市太町２１６
和泉市唐国町３－１７－５６
和泉市肥子町２－２－１
和泉市肥子町２丁５－３
和泉市尾井町２－９－１４
和泉市府中町１－２１－２９
和泉市府中町５－１－１
和泉市府中町８５４－１
和泉市伏屋町４－１１－２７
和泉市万町４２４
和泉市箕形町１－７－１６
和泉市和田町３００－１

電話番号
072-867-4689
072-861-6071
050-3643-9914
072-864-5318
072-832-8116
072-856-8764
072-856-3543
072-864-2953
072-728-3725
072-737-8823
072-749-5201
0727-21-0300
072-721-2606
072-729-3972
072-728-1888
072-726-0888
072-730-2425
072-720-6077
072-728-5110
072-720-5166
072-723-3213
072-885-7322
072-887-1888
06-6901-3123
072-887-0380
072-881--5694
072-842-6767
06-6904-3148
072-885-0277
06-4252-3555
06-6906-7311
0725-50-2600
0725-56-6411
0725-55-6154
0725-56-0821
0725-41-2301
0725-51-0811
0725-41-1430
0725-32-4276
0725-45-9693
0725-41-9619
0725-41-3729
0725-45-1425
0725-55-3166
0725-55-1000
0725-45-7882
0725-57-2623

