自転車安全整備店（滋賀県）
平成29年02月01日
店名
サイクルショップひろせ
石沼輪業
竹村輪業
三共商会
大正屋
村井モータース
吉川商会
㈱西塚商店
古株輪業
大槻モータース
竹太商会
サカイ自転車店
㈲イマノ商会
北川自転車商会
野田自転車商会
間宮商会
谷末自転車商会

住所
愛知郡愛荘町愛知川３９
愛知郡愛荘町東円堂１４３３
蒲生郡日野町河原２－１６
蒲生郡日野町松尾１４９６
蒲生郡日野町上野田７６０
蒲生郡日野町西大路２１５４
蒲生郡日野町中之郷１５７－１
蒲生郡日野町内池７８５
蒲生郡竜王町小口２４５－３
蒲生郡竜王町西川５１
蒲生郡竜王町大字山之上３２９０－２
近江八幡市安土町下豊浦２８－１０３
近江八幡市安土町下豊浦４４５５
近江八幡市安土町香庄７７
近江八幡市安土町常楽寺３９１－３
近江八幡市安土町常楽寺９１６
近江八幡市江頭町７５１
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ百万馬力 近江八幡店 近江八幡市桜宮町２０７－７
今西自転車商会
近江八幡市出町２－７５
服部サイクル
近江八幡市上野町５２
ホンダサイクル古野
近江八幡市西庄町８２
安田商会
近江八幡市浅小井町６２９
北川モータース
近江八幡市多賀町５４０
イオンバイク 近江八幡店
近江八幡市鷹飼町１９０－９
ＤＣＭカーマ 近江八幡店
近江八幡市鷹飼町２２３－１
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 近江八幡店
近江八幡市鷹飼町北３－７－７
中西自転車商会
近江八幡市中小森町９５５
佐田音輪業
近江八幡市仲屋町中１１
竹内サイクルセンター
栗東市安養寺７－２－１１
竹内サイクル 笠川店
栗東市下鈎１２７１
御園ホンダオート
栗東市御園８６４－５
サイクルショップいせき
栗東市手原２－１－１５
井上商会
栗東市小柿５－８－９
西村自転車店
栗東市小野９１３
井関商会
栗東市上鈎６０３
平尾自転車店
栗東市辻２３９－４
奥村サイクル
栗東市坊袋１９
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 栗東草津店
栗東市坊袋２５０－３
田中商会
栗東市北中小路１９－５
じてんしゃﾒｶﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 草津栗東店 栗東市霊仙寺３－５－２５
オートサイクル堂中
犬上郡多賀町多賀１１８３
影山自転車商会
犬上郡多賀町多賀７１８－２
渡辺自動車商会
犬上郡豊郷町大字吉田北五位１３８４－４
Cycle port Wa･輪･Wa
湖南市岩根中央３－５－２
㈲サイクル たなか
湖南市若竹町１－２８
サンサイクル中山
湖南市針１－３
香住屋商会
湖南市正福寺１３１９
青木商会
甲賀市甲賀町大原市場１６６－８
鈴木商會
甲賀市甲賀町油日高畑３４０－２
プロショップ シモタニ
甲賀市甲南町希望ケ丘本町５－８５７－３６９
秋田自転車店
甲賀市信楽町長野５２５－７
植西自転車店
甲賀市信楽町長野６０４
木村輪業
甲賀市水口町城内６－９
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 水口店
甲賀市水口町城内８－５
宮治商会
甲賀市水口町新町１－３－１７
西村自転車商会
甲賀市水口町西林口３－１１
カインズホーム 甲賀店
甲賀市水口町泉１４０５
滋賀丸石自転車㈱
甲賀市水口町八坂３－５７

電話番号
0749-42-2893
0749-42-3321
0748-52-1023
0748-52-0225
0748-53-0627
0748-52-4657
0748-52-1400
0748-52-0340
0748-58-1502
0748-58-0703
0748-57-0291
0748-46-4850
0748-46-2206
0748-46-2268
0748-46-2072
0748-46-2128
0748-36-8230
0748-33-1255
0748-32-3852
0748-34-8397
0748-37-7642
0748-33-2810
0748-32-3568
0748-38-0330
0748-38-8787
0748-32-8255
0748-33-2284
0748-32-2867
077-552-1036
077-554-0501
077-558-0792
077-562-0749
077-552-2644
077-552-2574
077-553-8572
077-553-0816
077-552-3425
077-551-3460
077-553-8250
077-554-0155
0749-48-0047
0749-48-0102
0749-35-2577
0748-69-5266
0748-75-1509
0748-72-0428
0748-72-0770
0748-88-2004
0748-88-3155
0748-86-5112
0748-82-0498
0748-82-0120
0748-62-1926
0748-63-0239
0748-62-0658
0748-62-7227
0748-63-8000
0748-62-3334

店名
前田モータース
井口自転車店
オートショップ マエダ
小多自転車店
愛輪舎サイクル部
青山商会
チャリンコメンテナンス早田
杉本自転車店
箱館オート総業㈲
野々口商会自転車部
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 高島店
㈱永井自工
サイクルショップ池田
平井商会
津田精工舎
㈲木戸脇輪工商会
東出自転車商会
㈲小林商会
吉田自転車店
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 守山栗東店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 守山店
キヨシ商会
イオン 草津店
ディオワールド 草津店
はやしサイクル
山田自転車店
アシスト
サキガミ商会
池田商会
浜口商店
竹村商店
モーターサイクル マルオ
今井自転車店
大西サイクル
自転車のクルミヤ
深田自転車モーター商会
ベアーズ サイクル
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 瀬田店
酒井自転車店
イオン 西大津店
じてんしゃチャンピオン 西大津店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大津店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 西大津店
フジヤモーターサイクル
髙谷サイクル
竹内自転車店
㈲松伝
サイクルショップサワダ
石塚自転車店
㈲小林自転車商会
やまだ屋
バイク＆サイクル一輪舎
サイクルショップ大西
グリーンサイクル南郷
平井商会
㈲若林自転車商会
伊藤自転車店
西谷自転車商会
上田自転車店
浅田自転車店
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 堅田店
河村サイクル
そりまちサイクル

住所
甲賀市水口町伴中山２２８３－６
甲賀市水口町本町１－７－４
甲賀市土山町北土山２１９７
高島市マキノ町海津２２５５
高島市安曇川町青柳１１１４－６
高島市今津町引川１６４６
高島市今津町今津１５９８－８
高島市今津町今津２２２－２
高島市今津町日置前３１０－２
高島市勝野１３１６－１
高島市新旭町旭３４６－１
高島市新旭町藁園２７６４－２
守山市下之郷１－１１－５２
守山市今宿１－９－５
守山市守山１－８－１
守山市守山６－１１－３１
守山市小島町１８５２－３
守山市杉江町４３９
守山市赤野井町２６３
守山市大門町２６－６
守山市播磨田町１８５－１－３０１
守山市立田町１６９７－１
草津市新浜町３００
草津市西渋川１－２３－１
草津市草津２－６－１２
草津市大路１－２－５
草津市東矢倉２－９－１７
草津市平井４－１－１０
草津市北山田町７９７－２
草津市北山田町９０－１
草津市野村２－１４－９
草津市野路１－１２－２３
草津市野路９－７－２９
草津市野路町１３６－６１
草津市野路町６６７－５THREE店舗１階
草津市矢倉２－７－６１
大津市あかね町１３－５０
大津市一里山１－１０－１８
大津市仰木７－２０－６
大津市皇子が丘３－１１－１
大津市皇子が丘３-３１-１
大津市秋葉台８－１０
大津市松山町１－３１
大津市真野２－１－２７
大津市神領１－９－１３
大津市杉浦町１９－１６
大津市大萱１－１７－２４
大津市大萱１－２－１４
大津市大門通２－７
大津市中央２－１－４
大津市長等２－２－２２
大津市唐崎３－１８－２５
大津市堂１－９－１５
大津市南郷１－６－７
大津市南小松９９４
大津市馬場２－３－６
大津市北小松３３１
大津市北大路２－２３－８
大津市本堅田１－２６－３７
大津市本堅田１－２９－９
大津市本堅田４－１６－１３
大津市本堅田５－１９－１１
大津市本堅田５－７－４１

電話番号
0748-62-2869
0748-62-1298
0748-66-0103
0740-28-0041
0740-32-0172
0740-22-2311
0740-22-2931
0740-22-2846
0740-22-0219
0740-36-1112
0740-25-8291
0740-25-3480
077-582-2235
077-582-2489
077-582-2238
077-582-2621
077-582-2236
077-585-0309
077-585-0063
077-583-1158
077-514-0515
077-585-1843
077-599-6000
077-561-6560
077-562-3992
077-562-3746
077-567-0108
077-563-5393
077-562-0935
077-562-1234
077-562-0866
077-562-2236
077-563-5691
077-565-3517
077-514-8908
077-562-1098
077-509-9256
077-544-5122
077-574-0522
077-528-5700
077-524-6338
077-510-1386
077-528-2100
077-573-1481
077-545-0063
077-537-0521
077-545-3385
077-545-4093
077-522-6153
077-522-7714
077-522-6254
077-579-8198
077-549-0300
077-534-7915
077-596-0044
077-522-0316
077-596-0845
077-537-0386
077-572-0149
0775-72-0259
077-574-2355
077-572-0263
077-571-6111

店名
岸岡自転車店
サイクルショップにしもと
サイクルショップ中川
宮源輪店
宮﨑自転車店
上田自転車
田中自転車商会
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 高月店
マルシン自転車商会
イオン 長浜店
アルプラザ 長浜店
オトヤ自転車店
三宅自転車商会
桑原商会
ＤＣＭカーマ 長浜店
オートサイクルしみず
余郷商会
スーパチャンピオン 百万馬力
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 長浜店
滝沢商会
宮本自転車商会
田中自転車店
片山自転車店
サイクルショップ ライフ
タウンスペースしんたに
小林自転車商会
東野自転車店
村利自転車商会
ダイキ
奥村自転車商会
ナガシマオート
オクショー
じてんしゃﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 八日市店
熊木自転車商会
サイクルショップ桜井
畑自転車商会 本町店
㈲コッカロフト
一若商会
三川輪店
bike & cycle shop ２輪館
富田自転車商会
青木自転車商会
ＤＣＭカーマ 能登川店
オートサイクルショップ村岸
特定非営利活動法人 五環生活
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 彦根店
じてんしゃﾄﾞｰﾑﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 彦根店
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 彦根店
土川昭自転車商会
丸亀自転車店
侍サイクル
木村商会
カインズホーム 彦根店
森 商会
ウイング フルカワ
サイクルショップ ミヤオ
㈱PVK
モーターサイクル・イベ
サイクルセンター赤田
山田ホンダ
山東モータース
㈱フジヤ
サイクルショップ石村

住所
大津市和邇今宿８９６－１
大津市和邇北浜１０１
長浜市宮前町７－１５
長浜市宮部町１２６４－７
長浜市元浜町５－７
長浜市湖北町海老江３７８
長浜市五村２７７
長浜市高月町柏原５０３－１
長浜市三ツ矢町１３－２５
長浜市山階町２７１－１
長浜市小堀町４５０
長浜市神照町７０７－７
長浜市神照町９４９
長浜市西浅井町大浦２１０
長浜市川崎町字羽織町２２６－１
長浜市大路町５８４
長浜市鍛冶屋町６２９
長浜市八幡中山町１１５８
長浜市八幡東町５１－１
長浜市分木町２－２１
長浜市余呉町中之郷１６６２
東近江市垣見町１３７６
東近江市五個荘小幡町６５８
東近江市五個荘北町屋町３４８－４
東近江市五智町３２３－１
東近江市今堀町６６９
東近江市桜川東町４２７
東近江市川南町１１１０
東近江市池庄町１５５７
東近江市中岸本町７０８
東近江市田井町２７４
東近江市能登川町３３２－５
東近江市八日市上之町９－４５
東近江市八日市清水１－８－１３
東近江市八日市町１１－１４
東近江市八日市本町１３－８
東近江市八日市本町４－８
東近江市福堂町３４２２
東近江市北清水町１０８－３
東近江市妙法寺町９９０－１
東近江市野村町２３４
東近江市林町２６－５
東近江市林町９１
彦根市芹川町１４５５－１
彦根市銀座町１－４
彦根市戸賀町７０－１
彦根市戸賀町字チジタ１４３－１
彦根市高宮町１５２５－１
彦根市佐和町１０－１３
彦根市川瀬馬場町９２５－１
彦根市中央町５－１４伏見屋ﾋﾞﾙ1F
彦根市南川瀬町 １５２２
彦根市馬場２－１－１
彦根市八坂町１９５６－８
彦根市肥田町９９８－３
彦根市平田町５７９－７
彦根市和田町５６
米原市下多良２－６７
米原市顔戸４９４－６
米原市醒井６１４
米原市長岡９１４－５
野洲市永原９７７
野洲市吉地１１７６

電話番号
077-594-0061
077-594-5116
0749-62-5830
0749-73-2029
0749-62-0485
0749-79-0837
0749-73-2068
0749-85-8111
0749-62-1119
0749-68-5500
0749-65-7700
0749-62-0343
0749-62-3969
0749-89-0061
0749-65-6481
0749-74-0301
0749-76-0052
0749-62-9684
0749-62-3126
0749-62-0030
0749-86-2703
0748-42-0548
0748-48-2540
0748-48-2354
0748-22-2908
0748-22-0565
0748-55-0153
0748-42-0496
050-8035-0920
0749-45-0410
0748-55-0222
0748-42-5936
0748-25-1851
0748-22-0784
0748-22-0347
0748-22-0500
0748-22-0567
0748-45-0016
0749-45-1060
0748-25-1001
0748-22-4320
0748-42-0153
0748-43-6033
0749-23-6588
0749-26-1463
0749-21-3531
0749-24-0880
0749-21-6055
0749-22-7738
0749-25-1395
0749-26-3626
0749-28-1008
0749-26-1000
0749-23-7341
0749-43-5871
0749-24-2883
0749-22-1618
0749-52-3430
0749-52-0436
0749-54-2121
0749-55-2737
077-587-0256
077-589-5532

店名
岩井自転車店
アルプラザ 野洲店
サイクルハウス ポケット
中村自転車店
ラビット
サイクルロードＩＳＯＢＥ
小森自転車店

住所
野洲市久野部１－１２
野洲市小篠原１０００
野洲市小篠原４８１－３４
野洲市比留田１３４
野洲市冨波甲１１５３
野洲市妙光寺３１６－１
野洲市野田１８１０

電話番号
077-587-0695
077-588-5500
077-587-3463
077-589-2340
077-587-1379
077-588-3171
077-589-2783

