自転車安全整備店（静岡県）
平成29年02月01日
店名
丸山自転車商会
なぎさ さいくる
オートハウス・ハギワラ
栗原輪業
山本自転車店
トミヤサイクル
園田輪業
㈲富岡輪店
㈲モトサイクルトミオカ
カインズホーム 修善寺店
伊豆の修理屋トシ
小島ホンダ
田方屋モータース
土屋自転車店
高橋サイクルショップ
野田モータース
小林モータース
㈲松崎コレダ
矢岸モータース
ＤＡＮモータース
高木輪業
稲取ホンダモータース
サイクル アキナガ
熱川ホンダ販売
髙野モータース
ヒラノ自転車店
モトライフ タカハシ
横山自転車店
中谷モータース商会
鳥居サイクル
宇田自転車店
鈴木輪店
森長自転車店
原田商会
カインズホーム 掛川店
サイクランドちゃりんこ
落合モータース
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 大須賀店
原田自転車店
大石自動車
柴田輪業
ジャンボエンチョー 掛川店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 掛川店
㈱ミヅタニ
サイクルショップ大村
モトショップ西
鈴木商会
㈲オートサイクル イワモト
横山自転車店
黒田サイクル
おちあいサイクル
杉田商会
モトショップ アキラ
杉田商会
エンチョー 菊川店
(資)田島商会
㈱オートサービス服部
鈴木自転車店

住所
伊東市宇佐美１５７２－５７
伊東市宇佐美１６６３－４
伊東市吉田５７２－１
伊東市新井２－１－９
伊東市竹の内２－３－６
伊東市和田１－５－１５
伊豆の国市古奈２３６－７
伊豆の国市四日町２８６－１
伊豆の国市南條４４３－１９
伊豆市瓜生野１０
伊豆市大野２０５６－２０５
下田市１－１１－１４
下田市４－６－４
下田市西本郷１－１４－１９
下田市西本郷１－７－１６
賀茂郡松崎町宮内２５８－２
賀茂郡松崎町江奈１９８－５
賀茂郡松崎町松崎４１４－１
賀茂郡西伊豆町宇久須３１３－１６
賀茂郡西伊豆町仁科３６３－３
賀茂郡西伊豆町田子２４１９－３
賀茂郡東伊豆町稲取３－５
賀茂郡東伊豆町熱川１４２６－２３
賀茂郡東伊豆町片瀬５５４－５
賀茂郡南伊豆町下小野３４１－１
掛川市塩町４－２
掛川市横須賀１０９９
掛川市横須賀１２１
掛川市下土方１９３
掛川市原川２２
掛川市三俣９４４－１
掛川市小貫１５０６－１
掛川市上垂木３４
掛川市上西郷２６９９－１
掛川市上西郷５０７－１
掛川市上張５２６－９
掛川市上内田８８０－２
掛川市西大渕３３５９
掛川市千羽４２９
掛川市千浜６１０４－８
掛川市大坂２８７８－１
掛川市大池２８４９
掛川市大池３０３２－１
掛川市大渕１５１４
掛川市中９０１
掛川市中方６６５－１
掛川市二瀬川８－５
掛川市本郷１５２５－１
菊川市下平川１３６３－１
菊川市下平川２２２０－２
菊川市加茂２１５９－２
菊川市高橋３６８５－４
菊川市西方２１５９－１
菊川市中内田１３６５－２
菊川市土橋３０６
菊川市半済１２１６
菊川市富田１８－４
菊川市本所３５０－１

電話番号
0557-47-1225
0557-52-4002
0557-45-3534
0557-37-1366
0557-37-3484
0557-37-5025
055-948-0674
0559-49-1139
055-949-4681
0558-72-8600
0558-74-1860
0558-22-2034
0558-22-0973
0558-22-2749
0558-22-2433
0558-42-0075
0558-42-0422
0558-42-0473
0558-55-0827
0558-52-1848
0558-53-1818
0557-95-2040
0557-23-1625
0557-23-0375
0558-62-0284
0537-22-3349
0537-48-5668
0537-48-2272
0537-74-2109
0537-22-4585
0537-72-2685
0537-74-2150
0537-26-2911
0537-29-1050
0537-21-3000
0537-22-5922
0537-24-4363
0537-63-4601
0537-22-5673
0537-72-5529
0537-72-2638
0537-24-6231
0537-62-4090
0537-48-3564
0537-74-3910
0537-29-6617
0537-24-1288
0537-26-0066
0537-73-2298
0537-73-2132
0537-36-3077
0537-73-2412
0537-35-5048
0537-35-3465
0537-36-6060
0537-35-2018
0537-35-2479
0537-35-2715

店名
㈲フジノ商会
ジャンボエンチョー 湖西店
川島自転車店
サイクルショップ スズキ
㈲スギモトコーポレーション
菅沼自転車店
田之岡サイクル
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 湖西店
土屋商会
TWO CYCLE
大澤輪業
斉田自転車商会
㈲カーライフ山本
河原﨑商会
福田商会
㈲斉田商会
斉藤自転車店
ジャンボエンチョー 御殿場店
㈲サイクルショップ コミヤマ
㈲金時屋
小林輪店
小林自転車店
森サイクル
サイクルスポット 三島店
原サイクル
鶴巻輪業
㈲関川商店
サイクルショップ タカイ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三島店
渡辺自転車モータース商会
㈱デイトナ
サイクルショップ Pastorale
㈲安形モータース
井口輪店
山本清自転車店
山田輪業
土屋輪店
エンチョーホーム アシスト
後藤商店
三喜サイクル
鈴木自転車モーター店
やまかのサイクル
ジヤンボエンチョー 沼津店
渡辺自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 沼津店
飯田サイクル
金岡サイクル
サイクルスポット 沼津店
スズキオート
小林サイクル商会
サイクルハウス タケウチ
サイクルショップ マスダ
植松輪店
鈴木サイクルセンター
大川サイクル
㈲鈴茂商会
プロショップ ナカムラ
足立輪店
ホンダショップ ナカムラ
サイクルスポーツ加藤
自転車サイト マイリン
カクシン
カインズホーム 沼津店

住所
湖西市岡崎２２５４－１４
湖西市古見６９７－１
湖西市古見７８４－６
湖西市新居町新居１５３８－１
湖西市新居町内山１３８－２
湖西市新所原２－９－１４
湖西市鷲津１１１８－８
湖西市鷲津３０８５
湖西市鷲津５２２７
湖西市鷲津７５０－１
御前崎市御前崎４３７８－７
御前崎市御前崎６８－１１
御前崎市佐倉４３２－１
御前崎市池新田２６２３－１
御前崎市池新田３４１６－１０
御前崎市比木４７３３－１
御殿場市新橋２０２５
御殿場市新橋７５５－１
御殿場市二枚橋５０－３３
御殿場市萩原３５５－４
三島市加茂川町１－１７
三島市幸原町２－１－２７
三島市寿町７－２６
三島市青木１４５－４
三島市東本町１－１０－２６
三島市徳倉１－２０－９
三島市南町５－２３
三島市梅名１０１－２
三島市富田町１－２３
三島市平田１６２－２１
周智郡森町一宮４８０５
周智郡森町牛飼２５３－２
周智郡森町三倉８１１－６－１
周智郡森町大鳥居１８－２
周智郡森町睦実１６６８－１－１
駿東郡小山町藤曲５４－６５
駿東郡清水町柿田２７２－９
駿東郡清水町玉川字芝添６１－２
駿東郡清水町長沢２２７－６
駿東郡清水町湯川１１３
駿東郡長泉町下土狩１１２９－３
駿東郡長泉町本宿３２６－５
沼津市下香貫前原１４８１－２
沼津市下香貫馬場４９５－６
沼津市宮前町１－１
沼津市原５０１－２
沼津市江原町６－３
沼津市高島本町１－５ｲｼﾊﾞｼﾌﾟﾗｻﾞ1F
沼津市黒瀬町１９
沼津市今沢６８７－１０
沼津市三園町２－１０
沼津市三枚橋町６－７
沼津市松長１９８
沼津市神田町１０－１０
沼津市西椎路２１１
沼津市青野２４５－２
沼津市双葉町５－１９
沼津市大岡１４０６－２
沼津市大岡３７４０－１
沼津市大諏訪１６８－１
沼津市大門町３２
沼津市東熊堂３９－７
沼津市桃里５７１－１

電話番号
053-578-2776
053-576-3201
053-575-0384
053-594-0412
053-594-0538
053-577-0803
053-576-0039
053-574-1501
053-576-0245
053-522-7181
0548-63-2239
0548-63-4327
0537-86-6066
0537-86-2274
0537-86-2213
0537-86-3455
0550-82-0746
0550-81-2111
0550-82-1147
0550-82-0144
055-971-6699
055-986-5289
055-971-1717
055-943-6825
055-975-3091
055-987-1881
055-975-0171
055-977-8585
055-973-7111
055-971-6844
0538-84-2207
0538-48-7029
0538-86-0221
0538-85-3633
0538-85-2545
0550-76-0264
055-975-7282
055-981-8500
055-972-1465
055-971-8231
055-986-1450
055-986-8172
055-932-8165
055-931-4056
055-929-0521
055-966-0145
055-921-8466
055-929-0345
055-931-6170
055-966-6074
055-931-2909
055-962-1526
055-966-3822
055-922-3196
055-966-4236
055-966-2079
055-925-1722
055-963-2713
055-921-4586
055-963-0572
055-963-5655
055-923-1664
055-968-7777

店名
土屋輪業
米山サイクル
池谷サイクル
DCMカーマ 沼津店
松田輪店
増田自転車店
鈴木サイクル
片岡サイクル
大井川ホンダ
加藤輪店
遊輪館
中村自転車店
パルボックス
サイクルショップ タカイ
石原輪店
サイクル＆バイク宮島ホンダ
はぎ山サイクル
多々良ホンダ販売
深津輪店
ＤＣＭカーマ 焼津店
イオンバイク 焼津店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 焼津店
ワダヤサイクル
えんどう輪店
カインズホーム 吉田店
鈴木輪業
加藤商会
勝下商会
永田モータース
江本サイクル
小長谷輪店
㈲大庭自転車店
大同サイクル
Cog-Zo
㈲栗田商会
モーターサイクル山崎
名波輪店
自転車の㈱オオムラ 静岡店
はせめ輪業
杉山鉄工所
石川サイクル
ﾊﾞｲｼｸﾙわたなべ 北街道ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
ル・サイク静岡モディ店
鳥澤サイクル
塩川サイクル商会
左口自転車店
白井自転車店
はせがわ輪業
㈲ｻｲｸﾙユートピア うみの本店
ﾊﾞｲｼｸﾙわたなべ 静岡青葉店
前田輪店
前沢輪店
ＣＳシントミ
しんめいサイクル
土屋自転車店
小野田輪店
サイクルプラザ ナカガワ
モモキダサイクル
三好サイクル
ｻｲｸﾙユートピアうみの OUTLET店
イッキ モータース
バイクショップ大岩
藁科小型

住所
沼津市筒井町８－２
沼津市白銀町９－７
沼津市米山町１３－５９
沼津市本字丸子町７５２－１
沼津市本字出口町３２７－４
焼津市下小田５８８－２
焼津市三ケ名１５２１－１
焼津市三ケ名６０１－１
焼津市宗高１２６６－２
焼津市小川新町２－１２－６
焼津市小土８６０－１
焼津市上小杉１０２
焼津市西小川１－３－１７
焼津市西小川５－８－２３
焼津市西焼津６－５
焼津市石津１１５７－３
焼津市中港２－３－６
焼津市田尻２８３－４
焼津市東小川６－３－３３
焼津市祢宜島１４１－１
焼津市祢宜島５５５
焼津市八楠３－１１－１０
焼津市北新田４６２－１
焼津市本町１－６－２６
榛原郡吉田町住吉１２３０
榛原郡吉田町住吉２３６５－４
榛原郡川根本町上長尾２７２－６
榛原郡川根本町上長尾７６４－２
裾野市御宿６６８
裾野市佐野１０６８－２５
裾野市深良７５８－２
裾野市平松４１８－３
裾野市平松４２１－１２
静岡市葵区羽鳥６－４－１
静岡市葵区横田町８－１６
静岡市葵区音羽町１９－１４
静岡市葵区下１１４８－１
静岡市葵区吉野町４－１０
静岡市葵区金座町４８
静岡市葵区桂山６８－２
静岡市葵区研屋町４４－２
静岡市葵区古庄４－１－３
静岡市葵区御幸町６－１０静岡ﾓﾃﾞｨ3F
静岡市葵区桜町２－５－７
静岡市葵区三番町１７－８
静岡市葵区三番町８－２
静岡市葵区上足洗１－１０－２７
静岡市葵区城東町４２－１３
静岡市葵区城北２１－１
静岡市葵区常磐町１－８－２ｱｽﾋﾟｽⅡ1A
静岡市葵区新間４７－１
静岡市葵区新伝馬３－２７－４
静岡市葵区新富町２－２６－９
静岡市葵区神明町１０８－７
静岡市葵区人宿町１－４－２
静岡市葵区瀬名３－２６－１６
静岡市葵区瀬名川１－２４－６
静岡市葵区瀬名川２－４－１５
静岡市葵区瀬名中央３－２０－１１
静岡市葵区千代２－１５－１２
静岡市葵区千代田１－３－１４
静岡市葵区大岩１－６－３５
静岡市葵区大原１２９７－１

電話番号
055-921-3991
055-962-2329
055-922-9334
055-954-1800
055-963-1614
054-624-6075
054-628-9480
054-628-9624
054-622-3020
054-628-4754
054-628-7481
054-622-4184
054-620-4786
054-629-2822
054-628-5926
054-624-2391
054-628-5338
054-623-2478
054-628-6658
054-625-0681
054-656-2300
054-620-9225
054-623-3365
054-628-9459
0548-34-3111
0548-32-0642
0547-56-0304
0547-56-0049
055-997-1100
055-992-0274
055-997-1512
055-992-0147
055-992-0214
054-277-1253
054-252-2723
054-247-9515
054-294-0117
054-254-3597
054-251-3030
054-292-2037
054-252-2877
054-265-3448
054-204-0955
054-271-8139
054-252-3611
054-252-7447
054-246-9943
054-246-7085
054-247-1366
054-255-3351
054-278-1634
054-271-6534
054-272-7612
054-272-1847
054-253-2317
054-262-5975
054-262-1238
054-261-7512
054-261-5762
054-276-0933
054-246-2486
054-247-9062
054-279-0046

店名
東急ハンズ 静岡店
山下商会
モチセイ自転車店
萩原商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 静岡流通通り店
㈲森田オート
オートショップ カミヤ
サイクルショップ イイオ
本間サイクル
ホンダショップ パドック
杉山輪店
杉山自転車商会
ＤＣＭカーマ 静岡柳町店
名波輪店 (有永)
サイクルスポット MARKIS静岡店
小松サイクル
ハギタサイクル
アオノ自転車店
深山サイクル
ジャンボエンチョー 下川原店
アライ サイクルサービス
サイクルショップ スズキ
㈲タキイ輪店
静岡メイク
イトーヨーカドー 静岡店
㈱バイシクルわたなべ
稲毛輪業
杉山輪業商会
コジマ×ビックカメラ 静岡店
サイクルプラザ イシガミ
杉山オート
藁科自転車店
桜井自転車店
増田商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 静岡ｲﾝﾀｰ通店
栗田輪店
石間輪店
アピタ 静岡店
田中商会
ジャンボエンチョー 静岡店
石川自転車店
スズキサイクル
㈲ｻｲｸﾙユートピア うみの駅南店
小沢自転車店
サイクルショップ田中
松下輪業
石川輪店
山本サイクル
杉山輪店
小林自転車店
増田サイクル
滝尾輪店
竹屋輪業
根本輪店
山梨商会
坪井サイクル
堀 自転車店
イオンバイク 蒲原店
青山輪業
ﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ はる くにもち
山梨自転車商会
ホームアシスト 清水駒越店
杉村商会

住所
静岡市葵区鷹匠１－１－１新静岡ｾﾉﾊﾞ3階
静岡市葵区茶町２－６
静岡市葵区東千代田１－１６－１８
静岡市葵区東千代田１－７－３６
静岡市葵区東千代田２－１１－１３
静岡市葵区南安倍１－１１－１１
静岡市葵区北５－２６－１
静岡市葵区北安東２－２－１２
静岡市葵区北安東５－５５－３
静岡市葵区牧ヶ谷２２５１
静岡市葵区本通西町２３－１
静岡市葵区弥勒１－５－２０
静岡市葵区柳町２６
静岡市葵区有永４２４－１３
静岡市葵区柚木１９１MARKIS静岡1F
静岡市葵区柚木町３
静岡市葵区与一２－３－４０
静岡市葵区籠上２８－８
静岡市駿河区みずほ１－５－２
静岡市駿河区下川原２－４－４５
静岡市駿河区鎌田５４１－１
静岡市駿河区鎌田６９－１７
静岡市駿河区丸子３－６－７
静岡市駿河区丸子新田３２９
静岡市駿河区曲金３－１－５
静岡市駿河区曲金７－８－３５
静岡市駿河区高松１８２３－２
静岡市駿河区高松２３７２
静岡市駿河区国吉田１－１－５７
静岡市駿河区国吉田４－１３－１０
静岡市駿河区国吉田４－２０－８
静岡市駿河区手越原２５４－１
静岡市駿河区小鹿１－２０－３１
静岡市駿河区小鹿１－５３－１３
静岡市駿河区西中原１－６－２７
静岡市駿河区西島５２８
静岡市駿河区石田１－３－３４
静岡市駿河区石田１－５－１
静岡市駿河区大谷３－１１－５
静岡市駿河区大和２－３－２５
静岡市駿河区中村町１０－６
静岡市駿河区登呂５－１２－４
静岡市駿河区登呂６－３－１
静岡市駿河区馬淵１－１３－１４
静岡市駿河区馬渕２－１１－１７
静岡市駿河区馬渕２－１５－１３
静岡市駿河区八幡２－１４－２１
静岡市駿河区豊原町１１－１５
静岡市駿河区有東２－１０－１１
静岡市駿河区有明町７－１８
静岡市駿河区用宗２－４－１３
静岡市駿河区用宗４－１－８
静岡市清水区永楽町１－１０
静岡市清水区永楽町８－６
静岡市清水区横砂中町２２－１
静岡市清水区下清水町１－２９
静岡市清水区下野東６－１０
静岡市清水区蒲原３２２－１１
静岡市清水区蒲原新田２－１－１
静岡市清水区吉川２６２
静岡市清水区興津本町１７０
静岡市清水区駒越北町８－１
静岡市清水区月見町１８－１５

電話番号
054-266-7032
054-252-0848
054-261-8339
054-261-5427
054-655-9130
054-254-2973
054-246-3377
054-245-7688
054-245-2767
054-278-1878
054-253-3547
054-253-0846
054-653-5811
054-248-6647
054-655-6750
054-252-1220
054-272-2739
054-271-2733
054-259-8795
054-268-1122
054-258-6024
054-258-0789
054-259-8343
0542-58-4811
054-282-7111
054-285-8845
054-237-1882
054-237-1243
054-208-5711
054-261-6031
054-262-8215
054-259-8641
054-285-2733
054-282-1345
054-203-3557
054-285-3778
054-285-0358
054-654-4600
054-237-0968
054-283-3841
054-285-3395
054-286-1429
054-280-5565
054-285-6254
054-285-4811
054-285-2349
054-285-7519
054-285-6073
054-285-1598
054-285-1724
054-259-2685
054-259-2752
054-365-8043
054-365-5518
054-366-0806
054-352-2594
054-365-8818
054-385-2668
054-385-3397
054-347-3881
054-369-0328
054-336-2800
054-353-5075

店名
サイクルとみおか
若杉輪工社
オオムラ 桜橋店
高田自転車店
イオンバイク 清水店
M'sファクトリー
サイクルショップ オオムラ
自転車のながさわ
バイクショップ西
サイクルショップ オオイシ
西村サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 清水草薙店
ジャンボエンチョー 清水店
大つかサイクル
カインズ 清水店
ジャンボエンチョー 清水鳥坂店
望月自転車店
篠原自転車店
㈱オオムラ 矢倉店
ロバの自転車屋
DCMカーマ 清水店
清水サイクルセンターいしだ
青木商会
サイクルショップいしだ
㈲小泉商会
加藤商会
江塚モータース
平田サイクル商会
サイクルショップゆみげた
嶋津自転車店
YSP袋井
鈴木モータース
高柳商会
㈲江塚自動車商会
根津モータース
イオンバイク 袋井店
むらまつサイクル
伊藤モータース
サイクルサービス 松下
カインズホーム 袋井店
自転車工房りんりん
東名ホンダモーター
荻原サイクル
㈲海野商会
マルカ自動車
㈲岡本商会
たかはしサイクル
加藤自転車店
富岡輪店 熱函店
後藤輪店
えはらサイクル
赤地輪店
浦川自転車店
サイクルショップ ミズモト
バイクショップ マルヨシ
ウラカワサイクル 元島田店
南條商会
坂田サイクル
マル文 又平自転車 本店
佐久間輪店
㈱なるおかサイクル
大石サイクル
ＤＣＭカーマ 島田店

住所
静岡市清水区高橋４－４－５９
静岡市清水区三保１１４－３
静岡市清水区春日２－３－３１
静岡市清水区小芝町１－１５
静岡市清水区上原１－６－１６
静岡市清水区上清水町５－３５
静岡市清水区折戸２－２－７
静岡市清水区船越２－６－５
静岡市清水区草薙１－８－８
静岡市清水区草薙２－１７－３８
静岡市清水区草薙３－９－１７
静岡市清水区草薙一里山１６－１３
静岡市清水区袖師町１４５５
静岡市清水区大沢町１－２３
静岡市清水区長崎１０２
静岡市清水区鳥坂８６０
静岡市清水区辻２－３－２７
静岡市清水区辻２－５－９
静岡市清水区辻５－４－２７
静岡市清水区天王東２－８
静岡市清水区東大曲町９－３０
静岡市清水区南岡町１－６
静岡市清水区八木間町３１１
静岡市清水区宝町１－１
静岡市清水区有東坂２－２９４－１
静岡市清水区由比４５０
袋井市久能１３６３－５
袋井市高尾９３２
袋井市高尾町２－１７
袋井市高尾町９－１０
袋井市国本２１０４－１
袋井市国本２９４９－７
袋井市山田３６２－１
袋井市上山梨１５９４－１
袋井市上山梨３－２－２８
袋井市上山梨４－１－１
袋井市上山梨８４６－２
袋井市深見１１８７－３
袋井市西同笠１０３－４
袋井市川井１２６７－１
袋井市川井５４２－６
袋井市川井９０－１
袋井市浅羽２２７７－１
袋井市袋井３７４
袋井市大谷６５２－８
袋井市梅山３６１－１
袋井市豊沢８６６－１０
田方郡函南町上沢２３６－５
田方郡函南町仁田８０－１０
田方郡函南町塚本１３０－５
田方郡函南町柏谷１３２５－２
田方郡函南町柏谷２１－３
島田市横井３－９－２３
島田市河原２－２－１５
島田市金谷栄町３４７４
島田市元島田９２３１－４
島田市向谷１－８５９－２－１
島田市高砂町６２５２－２
島田市川根町家山６４６－１
島田市川根町家山６６２－１２
島田市大井町６－１１
島田市竹下４８６－３
島田市中央町１４－３

電話番号
054-364-6219
054-334-0357
054-352-3984
054-366-6755
054-344-2500
054-353-2000
054-334-9393
054-352-3706
054-347-2865
054-345-2602
054-345-6907
0543-44-5671
0543-67-4411
054-353-1350
054-344-3111
0543-48-1155
054-366-3729
054-366-5370
054-367-1553
054-366-7346
054-361-0881
054-352-3641
054-369-0658
054-366-3954
054-345-0148
054-375-3332
0538-42-5024
0538-43-3337
0538-42-3021
0538-42-3501
0538-43-4646
0538-42-2304
0538-49-1167
0538-48-8500
0538-48-6793
0538-30-1111
0538-48-6614
0538-48-6839
0538-23-6522
0538-44-3000
0538-43-1021
0538-42-3468
0538-23-2597
0538-42-2428
0538-49-0166
0538-23-2032
0538-43-2170
055-978-2147
055-979-6769
055-978-3611
055-979-0734
0559-78-3626
0547-37-4272
0547-37-5511
0547-45-3755
0547-36-4828
0547-37-3736
0547-37-4440
0547-53-2070
0547-53-2140
0547-37-3609
0547-45-2652
0547-34-1300

店名
サイクルショップ タタラ
大塚輪店
森川商会
ジャンボエンチョー 島田店
マスイサイクル
堀自転車店
野村自転車店
関川サイクル
勝山輪店
杉山自転車店
松永サイクル
サイクル・ショップ・おおいし
ＤＣＭカーマ 藤枝水守店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 藤枝店
増田輪業
ジャンボエンチョー 藤枝店
竹田輪業
じてんしゃのアキラ
八木サイクル
サイクルショップもちづき
アワノサイクル
小川サイクル
神戸自転車店
カインズ 藤枝店
たにしたサイクル
竜洋サイクル
竜洋スズキ商会
カインズホーム 磐田豊岡店
㈱エンシュー
スズヨシ
鈴正輪店
修輪舎
サイクルストア兼子
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 磐田店
㈲平野商会
寺田商会
サイクルショップかばや
アピタ 磐田店
カインズホーム 磐田店
Ｐigpen Cycles
磯部自転車商会
ジャンボエンチョー 磐田店
鈴木商会
㈱オートセンター川崎
平野モータース
後藤商会
鈴弘自転車店
東 商会
㈲鈴木兄弟商会
サイクルセンターさとう
wide open
長瀬輪店
太田輪業
鈴木輪業商会
ノンキー
古橋サイクル商会
オートサイクル ヤマモト
稲垣サイクル
イオンバイク 浜松志都呂店
愛輪自転車店
田中モータース
モリシタサイクル
㈲加茂サイクル商会

住所
島田市中河７６５－２
島田市東町２３
島田市道悦５－１－１９
島田市宝来町８－８
島田市本通１－２９０４
島田市本通７－８７４６
島田市本通り６－７８４２
藤枝市駅前３－１３－２６
藤枝市岡部町内谷１７８
藤枝市鬼島３１８
藤枝市郡１－７－１７
藤枝市高洲１－９－２０
藤枝市水守土地区画整理地内４３街区1号
藤枝市水上１０－１０
藤枝市大東町７４５
藤枝市築地１－７－３０
藤枝市茶町３－３－３１
藤枝市田沼１－２９－１２
藤枝市田沼３－２０－２５
藤枝市藤枝１－４－２
藤枝市藤枝３－２－２９
藤枝市藤枝４－２－４
藤枝市藤枝５－１３－１
藤枝市内瀬戸１５－１
藤枝市本町４－７－５０
磐田市岡７５４－１
磐田市岡９９７
磐田市下神増９３
磐田市下万能１２８－１
磐田市見付２４２２－１
磐田市見付２５４６－２
磐田市見付３８７５－９
磐田市見付３９５６－６
磐田市見付５０７１
磐田市見付５０８
磐田市向笠新屋７６４－２６
磐田市国府台９８－１
磐田市今之浦３－１－１１
磐田市上岡田８６０－１
磐田市西貝塚１４１８－１３
磐田市西貝塚２１６－１
磐田市西貝塚５５０－１
磐田市西島５６８－３
磐田市赤池１５－１
磐田市池田７８２－２
磐田市中泉１－３－１０
磐田市中泉２３９４－２５
磐田市中泉３０２１－１
磐田市天竜２０４－５
磐田市南島６７４－１
磐田市二之宮東３－１
磐田市浜部３９９
磐田市福田２０７９
磐田市豊田７０
磐田市堀之内３４６－３
浜松市西区古人見町６８９
浜松市西区湖東町３７４９－３
浜松市西区志都呂町１５１４－２
浜松市西区志都呂町５６０５
浜松市西区篠原町１４１７０
浜松市西区庄内町８２８－４
浜松市西区神ケ谷町６８０２－３
浜松市西区西山町２３００

電話番号
0547-38-0101
0547-36-0188
0547-37-2092
0547-37-1001
0547-37-3388
0547-37-4775
0547-37-3778
054-641-0190
054-667-0126
054-641-4628
054-643-0951
054-635-0344
054-647-1500
054-645-7588
054-635-1078
0546-41-3135
054-641-6230
054-635-6010
054-635-7702
054-643-0784
054-641-1177
054-641-0543
054-641-4107
054-646-2220
054-643-6600
0538-66-1581
0538-66-2486
0539-62-1000
0538-35-1241
0538-32-2782
0538-32-6547
0538-37-5888
0538-32-4004
0538-39-1781
0538-32-7504
0538-35-7866
0538-34-0475
0538-34-5511
0538-33-3000
0538-34-8481
0538-35-6559
0538-36-3811
0538-32-6946
0538-35-2975
0538-32-0371
0538-32-4600
0538-32-3587
0538-32-6608
0538-32-3043
0538-55-3221
0538-37-1240
0538-32-6741
0538-55-2958
0538-32-6672
0538-66-9012
053-485-0176
053-486-0865
053-447-0930
053-415-1100
053-447-2105
053-487-0836
053-485-1023
053-485-8554

店名
ウメダサイクル
飯田輪店
鈴木自転車店
㈲ショップフジタ
袴田自転車店
カインズホーム 浜松雄踏店
二輪倶楽部
岡本輪業
サイクルセンター辻
シバタサイクル
ＳＴＥＰ－Ａ
イオンバイク 浜松鴨江店
ミソノイサイクル 蜆塚店
ミソノイサイクル 元城店
豊田サイクル
米山サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 浜松幸店
ジャンボエンチョー 浜松店
㈲カミムラ
ショップＫ
中山自転車店
川島輪業
シクロサロンとつか
ビックカメラ 浜松店
サイクルセンター安川
松井輪店
サイクルショップマイウェイ
浜松自転車流通センター
内山サイクル
Kenichi cycle
㈱川島モータース
CｙｃＩｉｓｔ Ｂｕｄｄｙ ＡＢＣ
エコチャリ 浜松静大前店
浜松自転車流通ｾﾝﾀｰ 新津店
山本輪業
イチヤサイクルセンター
プレステージ
㈱ミソノイサイクル
サイクル ポップ
内田輪業
水島サイクル
青野輪店
ナカノサイクル
マイロードなかの
ちゃりんこ市場
宏和サイクル
セオサイクル 浜松店
平松輪業
松野輪業
中野自転車店
山本自転車店
㈲柴田石油
松井モータース
鈴木自動車
栗田商会
サイクルショップ井口
伊藤自転車店
㈲橋本商会
スズギンサイクル
大石商会
マルカ商会
前川サイクル
マルイチ自転車店

住所
浜松市西区入野町５９７－１
浜松市西区入野町９１４６－１
浜松市西区舞阪町舞阪１９８５－１
浜松市西区舞阪町舞阪２０３８－１
浜松市西区雄踏町宇布見８００９－２
浜松市西区雄踏町宇布見９５６１－１０
浜松市西区和地町４４５７
浜松市中区曳馬１－６－２４
浜松市中区海老塚１－１２－７
浜松市中区海老塚２－２－１
浜松市中区鴨江３－５１－１７
浜松市中区鴨江３－７１５－１
浜松市中区鴨江町３－７４－２５
浜松市中区元城町２１９－１８
浜松市中区元目町１２０－４
浜松市中区向宿２－２６－９
浜松市中区幸２－１－７
浜松市中区高丘東５－１－２６
浜松市中区高丘北２－１－２６
浜松市中区高丘北３－１４－２
浜松市中区佐藤１－１２－１１
浜松市中区佐藤３－１－１
浜松市中区佐鳴台４－３７－３２
浜松市中区砂山町３２２－１
浜松市中区砂山町３５２－６
浜松市中区山下町１６５
浜松市中区寺島町３３９
浜松市中区鹿谷町３９－１
浜松市中区住吉１－３９－８
浜松市中区上島１－９－３０
浜松市中区城北１－１０－８
浜松市中区城北１－７－１４美杉ﾋﾞﾙ1F
浜松市中区城北２－１８－１１ｴﾚﾊｲﾑ城北1F
浜松市中区新津町３３０－１
浜松市中区菅原町１６－１５
浜松市中区船越町３０－３６
浜松市中区早出町１２００－１６
浜松市中区鍛冶町３２０－２７
浜松市中区中沢町７４－２１
浜松市中区中島１－１９－６
浜松市中区南浅田１－２－３３
浜松市中区富塚町１８７６－３
浜松市中区富塚町１８８３－１
浜松市中区富塚町１９－３
浜松市中区富塚町６５６
浜松市中区布橋２－４－７
浜松市中区野口町１２６
浜松市中区竜禅寺町１９７
浜松市中区領家３－２２－１
浜松市中区和合町７７２－２
浜松市天竜区佐久間町浦川２７７５－１５
浜松市天竜区佐久間町佐久間２６０５－１
浜松市天竜区山東４３５７－４
浜松市天竜区山東４５９４－５
浜松市天竜区春野町気田９０７
浜松市天竜区春野町気田９４２－１４
浜松市天竜区西藤平２２６－２
浜松市天竜区渡ケ島１０４－２
浜松市天竜区二俣町二俣１１８２
浜松市天竜区二俣町二俣１２６９
浜松市天竜区両島１０９２－２
浜松市東区笠井町１９６－１
浜松市東区恒武町５２４

電話番号
053-448-5261
053-447-1105
053-592-0618
053-592-0540
053-592-1422
053-596-1000
053-486-3965
053-471-2837
053-452-7894
053-452-4983
053-452-5250
053-456-3737
053-453-3885
053-413-3000
053-472-2460
053-461-3500
053-416-3933
053-438-6500
053-436-2582
090-4080-1592
053-461-8204
053-466-7737
053-448-3619
053-455-1111
053-452-6089
053-471-6789
053-488-4520
0534-71-7336
053-473-2720
053-475-5630
053-471-2543
053-581-7376
053-546-0077
053-469-0168
053-452-4464
053-461-2406
053-461-4410
053-454-7108
053-472-5415
053-461-4091
053-441-3447
053-471-6760
053-472-1431
053-474-2068
053-473-6785
053-471-4865
053-461-2880
053-453-3668
053-461-7792
053-471-0880
053-967-2529
053-965-1217
053-925-3815
053-926-2133
053-989-0130
053-989-0125
053-928-0073
053-926-2066
053-925-2996
053-926-2844
053-926-3027
053-434-1427
053-434-1275

店名
サイクルショップ米山
ファミリーショップ川島
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 浜松店
ＤＣＭカーマ 浜松ｲﾝﾀｰ店
上野サイクル
大瀬モータース
㈱フジイ
卯月自転車店
イヌヅカ
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 浜松東店
サイクリスタ スズマル
松浦商会
ＤＣＭカーマ２１ 浜松店
イオンバイク 浜松市野店
小栗自転車店
村松輪業オートルーム
モーターサイクル スズキ
サイクランド マルコー
Green Cog
佐原輪業
㈲丸亀自転車販売
ジャンボエンチョー 浜松南店
㈲サイクルスポーツ
成瀬商会
MEGEドン･キホーテ 浜松可美店
岩上自転車店
Pro Shop Ikuser
辻サイクル
儀光輪店
バイシクルわたなべ 浜松店
自転車館
原田オートサイクル
プレイヤー
オートハウス １５２
飯田輪店
大村商会
中村オート
ｼﾞｬﾝﾎﾞｴﾝﾁｮｰ きらりタウン浜北店
髙柳自転車店
山口自転車店
沢木サイクル商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北店
坪井モータース
バイクショップふじわら
マルタケ輪業
石野モータース
小出モータース
㈲田力サイクル
Ｂ＆Ｂ シラヤナギ
モト＆サイクル オギ
カモトウサイクル
Ｂicycle＆Ｂike 文化屋
外山自転車店
鈴木輪店
縣 自転車店
かもとう輪店
㈱バイクマン・K
伊藤輪業
田辺モータース
カインズﾎｰﾑ 浜松都田ﾃｸﾉ店
サイクルショップやまもと
氏原モータース
井出輪業

住所
浜松市東区子安町３０７－６
浜松市東区篠ケ瀬町４３６－１
浜松市東区将監町２７－８
浜松市東区松小池町１１２－１
浜松市東区西ケ崎町７０７
浜松市東区大瀬町２６５３－１
浜松市東区大瀬町２８８１－５
浜松市東区大島町３０４－３
浜松市東区大島町４２１－３
浜松市東区中郡町１１９０
浜松市東区中郡町７８０
浜松市東区中田町７２７－２
浜松市東区中田町字神明８００
浜松市東区天王町字諏訪１９８１-３
浜松市東区半田町６２９－１
浜松市東区薬師町６２２
浜松市東区有玉西町１３１９－３
浜松市東区有玉南町１１０
浜松市南区卸本町２８
浜松市南区寺脇町１００１
浜松市南区新橋町１７８３
浜松市南区新橋町３９８
浜松市南区西町８５７
浜松市南区西島町２６９－２
浜松市南区東若林町１１－１
浜松市南区東若林町１１４４－３
浜松市南区飯田町４３５－４
浜松市南区飯田町４７４－１
浜松市南区芳川町１１７－２
浜松市浜北区貴布祢１２００ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北SC内
浜松市浜北区貴布祢１７９３－１
浜松市浜北区貴布祢４１６－４
浜松市浜北区根堅１９－１
浜松市浜北区根堅２０１１－５
浜松市浜北区小松４６８７
浜松市浜北区新原２８５１
浜松市浜北区新堀２５２
浜松市浜北区染地台５－７－８
浜松市浜北区中条１２９２－１
浜松市浜北区中瀬２４４３－４
浜松市浜北区内野６２２－１
浜松市浜北区平口２８６１
浜松市浜北区豊保１５２－８
浜松市浜北区本沢合８６１
浜松市浜北区本沢合８９４－８
浜松市北区引佐町井伊谷３５４－１
浜松市北区引佐町四方浄８６－１
浜松市北区細江町気賀１６－２
浜松市北区細江町気賀３２６５－１
浜松市北区細江町気賀４８１
浜松市北区細江町中川７１７２－５６
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日６４１
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日７３２
浜松市北区三ヶ日町都筑１１４８－１１
浜松市北区三ヶ日町都筑１８８９－３
浜松市北区三方原町１４３５－８
浜松市北区初生町１１７３－３０
浜松市北区初生町１３６０
浜松市北区初生町５１９－５
浜松市北区新都田３－１－１
浜松市北区都田町６４０９－１
浜松市北区都田町７８３１－１
富士宮市下条３９０

電話番号
053-461-9596
053-421-9737
053-411-5375
053-421-7451
053-434-0868
053-435-1352
053-434-6022
053-434-5387
053-434-5844
053-431-0011
053-434-0272
053-463-3813
053-466-5711
053-468-1600
053-434-2100
053-422-1508
053-434-6550
053-434-0408
053-441-4250
053-441-3735
053-447-0366
053-440-1211
053-426-2111
053-425-8592
053-441-3810
053-447-0370
053-462-1071
053-461-6990
053-461-7556
053-489-4863
053-584-1717
053-587-7291
053-583-0087
053-583-3430
053-586-3676
053-587-6521
053-587-4967
053-586-2211
053-586-3463
053-588-7451
053-587-4961
053-584-2170
053-588-0505
053-586-2745
053-587-1707
053-542-0232
053-544-0656
053-523-0552
053-522-3367
053-523-2396
053-522-0463
053-524-0191
053-525-0139
053-526-7137
053-526-7207
053-436-0254
053-437-8682
053-436-0103
053-436-0591
053-428-1000
053-428-2044
053-428-8580
0544-58-0018

店名
三沢サイクル
飯田輪店
ワタナベサイクル
㈱前島ホンダ 富士宮店
坂本輪店
小林輪業
萩原輪店
泉 輪店
イオン 富士宮店
サイクルショップ カタダ
望月サイクル
中野自転車店
遠藤輪店
望月自転車店
滝自転車店
ﾎｰﾑﾌﾞﾗｻﾞナフコ 富士宮店
ジャンボエンチョー 富士宮店
カインズホーム 富士宮店
山田輪店
植松輪店
サイクルスポット 富士店
ジャンボエンチョー 富士店
中司自転車店
米山自転車店
㈲渡辺自転車商会
㈲ミヤジマ石油
カインズ 富士宮島店
シクロモトハラ
若林ホンダ
ごとう自転車店
日髙輪業
ジャンボエンチョー 富士西店
サイクルショップ佐野
サイクルショップ ナカオ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 富士店
東部ホンダ販売㈱
熊王輪店
中山サイクルショップ
ヤマダサイクル
やの自転車
サイクルショップ飯田
㈲サイクルセブン
カインズホーム 富士店
下村輪店
しのはらサイクル
minzuu Bike
㈲モトロニクス
望月輪店
加藤輪業
神尾サイクル
ヒラノサイクル
㈲山下オート商会
紅林自転車店
平野自転車店
㈲畑オート
静波オート商会
㈱榛南綜合家具センター
㈱河原崎自転車商会

住所
富士宮市弓沢町８６３
富士宮市小泉３６４－９
富士宮市上井出２８－２
富士宮市城北町４５８－２
富士宮市城北町８３
富士宮市西町１０－１５
富士宮市西町２－８
富士宮市泉町９００
富士宮市浅間町１－８
富士宮市大岩４２７－１３
富士宮市朝日町１５－３３
富士宮市東町１１－４
富士宮市内房３２１２－４
富士宮市宝町１４－ １２
富士宮市北山８８５
富士宮市万野原新田３３７７－１
富士宮市万野原新田３７３６－１
富士宮市万野原新田宮五本松４１３６－１
富士宮市淀川町１８－７
富士宮市淀川町４－２６
富士市永田町２－６９－２
富士市永田北町４－５
富士市横割５－７－８
富士市加島町４－１４
富士市吉原２－１－１６
富士市宮島２７２－２
富士市宮島大崎８６６－１
富士市厚原２０９２－９厚原伊東ﾋﾞﾙ1F
富士市厚原５５－８
富士市今泉２－８－２１
富士市三ツ沢１０２０－７７
富士市松岡５９２
富士市水戸島元町６－１２
富士市西柏原新田１８７－２
富士市青葉町３７５
富士市石坂７１－２
富士市鷹岡本町９－１０
富士市中央町１－５－１３
富士市中央町２－１０－２
富士市中里９３３－８
富士市天間１３７３－１
富士市伝法２０２１－３
富士市伝法久保田９５０－１
富士市田子２９４－１
富士市入山瀬３－２－１５
富士市比奈９７５－１
富士市富士岡４４
富士市北松野１３４４
富士市本市場４２１－１
富士市柚木５１－３
牧之原市細江４２９８－１
牧之原市坂部６０１－１
牧之原市女神２３３－２
牧之原市静波２４４７－１
牧之原市静波３４８４－１
牧之原市静波７７３－６
牧之原市地頭方１１１－１
牧之原市波津１７１３

電話番号
0544-26-2709
0544-26-2712
0544-54-0109
0544-26-3872
0544-26-5594
0544-26-2747
0544-26-3898
0544-27-0153
0544-25-5310
0544-26-3021
0544-27-1068
0544-26-2741
0544-65-0135
0544-26-4253
0544-58-1556
0544-21-0601
0544-22-3300
0544-28-1000
0544-27-6307
0544-26-4719
0545-32-8015
0545-52-0411
0545-62-1793
0545-61-1680
0545-52-0306
0545-61-3458
0545-63-1111
0545-71-9311
0545-71-3918
0545-52-2452
0545-21-2795
0545-60-0800
0545-61-0697
0545-33-1029
0545-66-4822
0545-53-5151
0545-72-3023
0545-52-0853
0545-52-1345
0545-34-2292
0545-71-8268
0545-51-9722
0545-72-6111
0545-61-2694
0545-71-3016
0545-34-3033
0545-34-0327
054-585-2207
0545-61-0891
0545-63-6648
0548-22-9678
0548-29-0230
0548-54-0375
0548-22-2175
0548-22-5681
0548-22-2838
0548-58-0805
0548-52-0144

