自転車安全整備店（島根県）
平成29年02月01日
店名
寺田自転車店
井上自転車店
大野自転車店
㈲梅林商会
森脇モータース
松本自転車店
恵比須屋自転車店
RS ホンダ
野﨑商会
寺田モータース
ワープ・田中オート
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 安来飯島店
㈲ユーショップさかもと
池田自転車店
ジュンテンドー 西郷店
土江自転車店
のりものショップたけだ
㈲川口オート掛合
㈲柳原モーター
㈲おくい
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 三刀屋店
㈲高田輪店
ジュンテンドー 大東店
藤原自転車店
伊藤自転車店
山根自転車店
㈱ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰまつしま
エキダ自転車店
ジュンテンドー 益田店
㈲ホンダウイング斉藤
木村商会
㈱シラガミ
中田自転車店
いちご自転車
橋本自転車商会
㈲松浦商店
㈲佐々木モータース
㈲ハラダ
岡本自転車店
ミスタータイヤマン 都野津店
ジュンテンドー 江津店
小田商会
ジュンテンドー 六日市店
ホンダショップ泉
山根輪店
ジュンテンドー 出雲南店
原自転車商会
高橋自転車店
高見自転車店
和田自転車店
カワバタ自転車店
渡部サイクル
二輪ショップナガタ
共栄輪業
石川自転車店
糸賀モータース
神原自転車店
㈲森山商会

住所
安来市安来町１７１０
安来市広瀬町広瀬１２３－２２
安来市広瀬町広瀬１３３－１
安来市広瀬町西比田１６４４－３
安来市荒島町２１７３－１０
安来市清瀬町２００
安来市赤江町１９９
安来市伯太町安田８６３－６
安来市伯太町井尻８９－１
安来市飯島町２１１－１５
安来市飯島町２９３－４
安来市飯島町４６８－１
隠岐郡隠岐の島町原田１５０１－１
隠岐郡隠岐の島町西町八尾４－７９
隠岐郡隠岐の島町平平ノ前５７６
雲南市加茂町加茂中１１９４
雲南市加茂町加茂中９７７－１
雲南市掛合町掛合２１５０－９５
雲南市三刀屋町乙加宮４６９－１
雲南市三刀屋町下熊谷１６５１－２
雲南市三刀屋町下熊谷１７５８－１
雲南市大東町大東１６３７－９
雲南市大東町大東９３１
雲南市大東町飯田７８３－８
雲南市大東町北村６２６－１
雲南市木次町木次３－３３
益田市駅前町１０－１７
益田市横田町３６４－１
益田市高津７－２１－１０
益田市常盤町６－２３
益田市須子町１４－２４
益田市染羽町４－２６
益田市津田町１３０９
益田市有明町３－１５
江津市嘉久志町イ１５０６－８
江津市江津町８７８－４
江津市浅利町１１９－３
江津市渡津町５８１－１
江津市都治町４６８
江津市二宮町神主１９９３－３２
江津市二宮町神主ハ８９－１
江津市和木町６０１－１１
鹿足郡吉賀町六日市９５１
鹿足郡津和野町後田イ３５７－１
出雲市塩治町３９０－５
出雲市塩冶町１１９７－１
出雲市塩冶町１７７３－２
出雲市河下町２１２
出雲市古志町９０５
出雲市今市町１１９１
出雲市今市町２９２－３
出雲市今市町３－１１
出雲市今市町６４８
出雲市今市町８２７－１
出雲市松寄下町７１３－２
出雲市神西沖町２３４１
出雲市神西沖町２３７２
出雲市多伎町久村１２７８－１

電話番号
0854-22-2639
0854-32-2150
0854-32-2823
0854-34-0111
0854-28-8026
0854-27-0635
0854-28-6133
0854-37-0457
0854-37-1374
0854-22-3556
0854-22-1107
0854-23-1811
0851-22-1809
0851-22-0465
08152-2-9028
0854-49-6124
0854-49-7414
0854-62-0051
0854-45-2805
0854-45-2366
0854-45-3171
0854-43-2432
0854-43-9004
0854-43-2504
0854-43-2274
0854-42-0170
0856-22-2225
0856-25-1010
0856-31-1055
0856-22-0843
0856-22-0957
0856-22-1087
0856-27-0496
0856-22-4818
0855-52-2563
0855-52-2047
0855-55-1030
0855-52-3939
0855-55-0625
0855-53-3170
0855-54-3505
0855-52-5650
0856-77-3006
0856-72-1471
0853-21-1637
0853-20-0151
0853-21-1025
0853-66-0346
0853-21-1381
0853-21-1327
0853-21-1134
0853-21-1435
0853-21-0942
0853-21-1933
0853-23-4034
0853-43-0168
0853-43-1156
0853-86-3698

店名
イシトビサイクル
成相自転車店
園山輪店
サイクルショップ ホリエ
日之出商会
山本自転車店
三上自転車店
TECH cycle build
cycle倉庫 出雲店
スポーツオーソリティ 出雲店
イオンバイク 出雲店
共栄商会
サイクルオート幸野
倉橋自転車店
松原モータース
黒田自転車店
青木自転車店
原田輪店
加納輪店
江角自転車商会
岡 自転車店
㈲飯塚自転車商会
勝部自転車店
細木自転車店
伊藤自転車店
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 出雲ドーム東店
菊谷自転車店
オートショップ コイズミ
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰヨネザワ 松江店
㈲タイヤショップ玉造
高木商会
CYCLE SHOP VILLETTA
松江スズキ販売㈲
アダチ輪業
㈲飯塚自転車店
中村モータース
原 自転車店
田中自転車店
フルカワ自転車店
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰいない 松江春日店
オートサイクル小川
サイクル工房TERA
バイクショップ ナガセ
ジュンテンドー 川津店
石原自転車店
サイクルショップ石倉
２輪サービスくろだ
㈲タカキ自転車商会
加藤商店
ジュンテンドー 大庭店
㈲森脇自転車商会
サイクルショップおおくぼ

住所
出雲市多伎町口田儀８４９－１２
出雲市大社町杵築南１１５５
出雲市大社町杵築南１３８４－５
出雲市大津町１１１０
出雲市大津町２６０４－７
出雲市大津町３８３０
出雲市知井宮町８８１
出雲市天神町１４－１
出雲市天神町２０２－２
出雲市渡橋町１００６
出雲市渡橋町１０６６
出雲市東林木町９１５
出雲市灘分町６８５
出雲市日下町２５６
出雲市白枝町７９３－３
出雲市斐川町原鹿６０３－４
出雲市斐川町出西３９９８
出雲市斐川町上直江１２７１－３
出雲市斐川町荘原３０９８
出雲市斐川町直江１０９０
出雲市斐川町富村１４０３－１
出雲市姫原町１２３－２
出雲市平田町１８８８－３３
出雲市平田町６６３
出雲市平田町６８６－５
出雲市平野町３００
松江市栄町４４－４
松江市学園２－２６－１７
松江市学園２－２９－１０
松江市玉湯町湯町１５６０
松江市玉湯町湯町１７８６－３
松江市古志原３－９－９
松江市雑賀町１１７６
松江市雑賀町８３
松江市寺町５５
松江市鹿島町北講武６９７－２
松江市宍道町宍道１３３１－１
松江市秋鹿町３３１３－１
松江市春日町５０５－２
松江市春日町６２５
松江市春日町６６
松江市上乃木４－１２－９
松江市西川津町１１７７－１
松江市西川津町８３０
松江市西茶町１０２
松江市西津田３－４－１９
松江市西津田７－１１－５
松江市大正町４８７－１２
松江市大庭町１９２
松江市大庭町宇竜谷土地区画整理地内４－１
松江市天神町１２７－８
松江市殿町１４７
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰいない 松江田和山店 松江市田和山町７５
㈲カマヤモーター商会
松江市島根町大芦２１３９
狩野石油㈱
松江市東忌部町１７２－４
サイクルハウス ヤマサキ
松江市東朝日町１２５－５
イオン 松江店
松江市東朝日町１５１
いいつかサイクル
松江市東本町３－９５－１
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ石倉 南田町店
松江市南田町５３－２
松林モーターサイクル
松江市八雲町日吉１９４－２１
タクワサイクル
松江市浜佐田町９１８－５
淞北輪業
松江市米子町３８
ハラダサイクル
松江市北田町５８

電話番号
0853-86-2309
0853-53-2413
0853-53-2329
0853-21-2291
0853-21-3083
0853-23-2602
0853-21-1476
0853-25-7716
0853-31-4850
0853-24-8035
0853-24-8200
0853-22-3127
0853-62-5038
0853-22-7088
0853-21-4173
0853-72-6379
0853-72-1576
0853-72-0826
0853-72-0453
0853-72-7000
0853-72-2670
0853-21-0999
0853-62-2446
0853-63-2625
0853-62-2454
0853-24-0171
0852-21-7354
0852-27-2013
0852-61-0052
0852-62-0792
0852-62-0404
0852-33-7003
0852-21-4261
0852-21-0997
0852-21-4629
0852-82-0343
0852-66-0560
0852-88-2032
0852-21-0656
0852-25-8171
0852-25-4225
0852-28-1200
0852-27-1776
0852-32-2925
0852-22-0185
0852-21-4386
0852-23-6996
0852-21-5968
0852-21-2950
0852-32-2942
0852-21-2838
0852-21-4982
0852-60-2171
0852-85-2070
0852-24-1300
0852-21-0814
0852-32-2121
0852-21-0404
0852-22-2898
0852-54-1258
0852-36-7775
0852-23-3770
0852-25-5259

店名
伊達自転車店
フミエ自転車
㈲オートサイクルきまち
㈲原田自転車店
㈲渡部ホンダ販売
㈲松本商会
㈱田中商会
渡辺自転車商会
岡田輪店
吉川オートサービス㈲
㈲荊尾商会
樋野自転車店
㈲石原モータース
㈲佐藤モータース
㈲田中ホンダ販売
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 大田店
マルティサイクル
ジュンテンドー 大田店
キューピー自転車商会
村上自転車店
岩佐自転車店
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 斐川店
ジュンテンドー 浜田店
オートサイクル ホリエ
大屋ゴム工業㈲
オートサイクルうちだ
佐藤商会
プロアーム
栄輪自転車商会

住所
松江市本庄町６９
松江市末次町３５
松江市和多見町７０
松江市和多見町７３
仁多郡奥出雲町三成４４０－１３
仁多郡奥出雲町三成７１５－４
仁多郡奥出雲町馬馳５８－１
大田市温泉津町小浜イ１１０３－６
大田市久手町波根西１８５１－２
大田市水上町福原５－４
大田市静間町１００１－２
大田市川合町川合１３３５－１
大田市祖式町９８５－３
大田市大田町大田イ３９１－３
大田市大田町大田ハ８６－３
大田市長久町長久４０－１
大田市長久町長久イ５０５－１０
大田市長久町土江９７
大田市波根町１３３５
大田市波根町１８４１－１
飯石郡飯南町赤名７
簸川郡斐川町上庄原１３７０－１
浜田市高田町５５－１
浜田市国分町１９８１－９４
浜田市黒川町４２３２－４
浜田市三隅町湊浦２０２－１
浜田市真光町５２
浜田市長沢町８９－１
浜田市殿町８３－１２１

電話番号
0852-34-0157
0852-21-9722
0852-21-4260
0852-21-3459
0854-54-0228
0854-54-1028
0854-54-1711
0855-68-2035
0854-82-8637
08548-9-0100
0854-84-8457
0854-82-0147
0854-85-2311
0854-82-0519
0854-82-1820
0854-82-5611
0854-82-1093
0854-84-9076
0854-85-8725
0854-85-8031
0854-76-2614
0853-72-8171
0855-22-3481
0855-28-1989
0855-22-0171
0855-32-2595
0855-22-5240
0855-22-2255
0855-22-0677

