自転車安全整備店（栃木県）
平成29年02月01日
店名

住所
さくら市氏家２３５９－１０
さくら市氏家２７１２
さくら市氏家２７２２－１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 宇都宮市インターパーク３－３－５
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ宇都宮
宇都宮市駅前通り１－４－６宇都宮西口ﾋﾞﾙ
セキチュー 岡本店
宇都宮市下岡本２１４０－１
㈲ホンダ輪業
宇都宮市下岡本町２１０８－４９
小島ホンダ
宇都宮市下川俣町２０９－１０８
BICYCLE PARK O2 宇都宮店
宇都宮市駒生２－１５－８-1F
セキチュー 宇都宮駒生店
宇都宮市駒生町東原５６１－１
福田自転車販売
宇都宮市元今泉１－１－２
田崎サイクル商会
宇都宮市元今泉１－３－９
カンセキ 駅東店ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館
宇都宮市元今泉５－１１－１６
サイクルショップ アイペ
宇都宮市今泉町３３７
大槻輪業
宇都宮市細谷町３７１－１
㈲鈴源輪店
宇都宮市桜１－７－１２
高虎輪店
宇都宮市桜１－７－１７
㈲内山自転車店
宇都宮市松原１－３－７
峯田商会
宇都宮市上籠谷町３１１５－２
ツナカワサイクル
宇都宮市城東１－１２－１４
石川輪業商会
宇都宮市新里町丙２２５
小林サイクル
宇都宮市雀の宮３－３－２０
ホンダショップ シノベ
宇都宮市清原台３－２３－１０
カンセキ 西川田店ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館
宇都宮市西川田本町２－１－３２いさわﾋﾞﾙ1F
㈲松本サイクル
宇都宮市双葉１－３－７
サカモト サイクル
宇都宮市竹下町１４５９
㈲綱川輪業
宇都宮市中央５－８－６
阿部輪業
宇都宮市中河原町３－２１
五十部輪業
宇都宮市中戸祭町８５０
山形輪業
宇都宮市中戸祭町８６７
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宇都宮駒生店
宇都宮市鶴田町２０４８－１０
島崎輪店
宇都宮市東谷町６７８－６
㈲瀬野尾商店
宇都宮市東塙田１－６－３１
セオサイクル 宇都宮店
宇都宮市東簗瀬１－２８－１７
クメカワ サイクル
宇都宮市南高砂町３－６
関東自転車株式会社
宇都宮市二荒町５－５
㈲手塚サイクル
宇都宮市氷室町１６４９
カインズ 宇都宮平出店
宇都宮市平出町字上野３７１１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宇都宮東店
宇都宮市平松本町１１１０－３
松浦輪業
宇都宮市平松本町１２２１－２
㈲ホンダランド
宇都宮市陽東５－１－１０
ホームセンター山新 宇都宮店
宇都宮市簗瀬町１７７－１
福島輪店
塩谷郡塩谷町玉生６３１－７
塚原輪店
塩谷郡高根沢町宝積寺２３３８
中新井輪業
下都賀郡岩舟町大字静３３８
津布楽輪業
下都賀郡岩舟町大字静和２１８２－２
鈴木輪業
下都賀郡壬生町安塚１９３５
ジャンボサイクル 本店
下都賀郡壬生町幸町３－１３－８
荒川サイクル
下都賀郡壬生町上稲葉１６１１
増田輪業
下都賀郡壬生町中央町７－１１
五月女輪業商会
下都賀郡野木町大字友沼９１５－２
㈲三田商会
下都賀郡野木町友沼９３２－１
小島サイクル
下野市下古山２９４７－８
平井輪業
下野市柴９７０
菅沼輪業
下野市小金井１－５－８
高橋自転車店
下野市石橋３３９－１
小林自転車店
下野市石橋５６３
㈲大塚輪業
下野市石橋５６６
氏家オート
吉成商会
松崎屋輪店

電話番号
028-682-2577
028-682-2287
028-682-9476
028-688-4066
028-616-1010
028-673-6971
028-673-0593
028-661-1415
028-612-7102
028-647-0550
028-634-3229
028-633-4896
028-613-1555
028-621-5716
028-624-7500
028-633-6996
028-634-9994
028-622-7387
028-667-2380
028-633-4082
028-665-1239
028-653-0054
028-667-2790
028-645-9701
028-658-0359
0286-67-3536
028-633-6425
028-633-0193
028-622-6115
028-622-5396
028-649-0580
028-654-1098
028-622-5017
028-678-5728
028-653-0057
028-637-1521
028-667-4160
028-613-1000
028-614-2512
028-635-3251
028-662-5668
028-614-1515
0287-45-0065
028-675-0658
0282-55-2086
0282-55-2655
0282-86-0012
0282-86-1886
0282-82-3408
0282-82-0305
0280-56-0490
0280-55-0015
0285-53-1103
0285-44-0141
0285-44-0173
0285-53-1036
0285-53-0106
0285-53-0329

店名
ジョイフル本田ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 宇都宮店
篠原輪業
海老善輪業
早瀬輪店
髙田モータース
大出輪業
遠藤輪店
いいじまサイクル
イオン 佐野新都市店
田中輪業
戸叶輪業
㈲大芦輪業
広瀬輪業
駒場輪店
ホカリモータース
石川屋輪店
大貫モータース
ホカリサイクル
飯竹輪業
柴田輪業
㈲谷中輪勝園
廣田自転車店
㈲ミノル商会
石川輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鹿沼店
モトハウス アスカ
黒田輪店
大倉ホンダ販売㈱
㈲大貫自転車商会
篠崎輪店
カンセキ 新鹿沼店 ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館
セキチュー 鹿沼店
自転車出張修理 星野輪業
松本輪業
星野輪業
中田明輪店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 小山店
オートショップ カシワ
芝崎輪業
髙槁自転車店
小川輪店
田口輪業
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 小山店
㈲中田商会
㈲小林輪店
自転車屋オレンヂジュース
スタープレックス サイクル
桜井輪業
海老沼輪業
大木輪業
大出輪業
カンセキ 小山店ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館
イオン 小山店
塚原輪業
ｶｲﾝｽﾞ 小山店
大倉屋輪業
㈲梅山自動車
エビコー輪業本店
片岡輪業
エビコーモーター
厚木商会
㈲オートサイクル タカセ
カンセキ 真岡店ﾈｵｻｲｸﾘｽﾀ館

住所
河内郡上三川町磯岡４２１－１
河内郡上三川町上蒲生２６－４
河内郡上三川町上蒲生５０－２
河内郡上三川町大字坂上１０６
河内郡上三川町大字東汗１１２－１
佐野市葛生東３－５－４
佐野市閑馬町３４８－１
佐野市吉水町１０４
佐野市高萩町１３２４－１
佐野市船越町１９５６－３
佐野市田沼町７３４
佐野市田沼町８６４－１
佐野市栃本町１１１３
鹿沼市磯町６９１－１３
鹿沼市下田町２－１０５３
鹿沼市下南摩町４０８
鹿沼市加園１３８２－４
鹿沼市貝島町６５３
鹿沼市御成橋町１－２２６３
鹿沼市口粟野７１８
鹿沼市上石川１５１３－１０
鹿沼市上殿町１５６
鹿沼市上殿町２９８
鹿沼市西沢町３５７－１７
鹿沼市西茂呂３－３９－１
鹿沼市千渡１０２４－１８
鹿沼市村井町１８６
鹿沼市鳥居跡町１４４２－６
鹿沼市日吉町２６１
鹿沼市末広町１９３１
鹿沼市万町９５６－１
鹿沼市緑町１－３－４７
小山市羽川２－５
小山市駅東通り３－１９－１
小山市駅東通り３－３４－３０
小山市駅南４－２１－８
小山市駅南町２－２９－１８
小山市横倉新田２６９－７
小山市乙女２－２０－２２
小山市乙女３－２－１１
小山市花垣１－３－２８
小山市間々田８１２－１
小山市喜沢１４７５ﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｵｰｸ内
小山市宮本町３－１－３１
小山市宮本町３－６－１２
小山市城東６－１９－２２
小山市西城南４－２－１９
小山市大字羽川８０９－２
小山市大字下生井１５２７
小山市大字小山２６６０－４
小山市大字上初田５２５
小山市中久喜１２１３－１
小山市中久喜１４６７－１
小山市本郷１－４－２５
小山市立木１０４１
上都賀郡西方村大字真名子５６９－４
真岡市久下田１４９２
真岡市久下田８７１
真岡市久下田西１－９５
真岡市久下田西４－１１９－２
真岡市石島９４１
真岡市田町１５７６－１
真岡市白布が丘７－８

電話番号
0285-57-2111
0285-56-2199
0285-56-2238
0285-56-8410
0285-56-2630
0283-85-2753
0283-65-0037
0283-62-0728
0283-20-5252
0283-62-2041
0283-62-0154
0283-62-3266
0283-62-0439
0289-75-3786
0289-62-6912
0289-77-2054
0289-62-3546
0289-64-3993
0289-62-2583
0289-85-2710
0289-76-2016
0289-62-4586
0289-62-6036
0289-77-2351
0289-60-7080
0289-62-3838
0289-62-3592
0289-64-2211
0289-62-3911
0289-62-5724
0289-74-7520
0289-62-1124
090-1814-4160
0285-23-1025
0285-22-1895
0285-27-1320
0285-31-0178
0285-27-9026
0285-45-0501
0285-45-7592
0285-22-0938
0285-45-0446
0285-20-1511
0285-22-0213
0285-22-2634
0285-22-3196
0285-27-0704
0285-22-4854
0280-55-1086
0285-22-6160
0285-37-0620
0285-30-4333
0285-30-3000
0285-22-1161
0285-37-7777
0282-92-7061
028-574-0185
028-574-0077
0285-74-0228
0285-74-0279
0285-74-3606
0285-82-2755
0285-84-7123

店名
小林自転車店
野城自転車店
サイクルショップ サカイ
上岡輪店
鈴木郁商店
上村輪店
エノモトモータース
㈲遠藤サイクルセンター
バイクピア タカダ
笹川オートサイクル
輪娯館
山口輪業
前田サイクル
シマダ輪業
黒崎輪業
落合輪業
カー＆サイクル齋藤商会
カインズホーム 足利大月店
家住輪業
蓼沼モータース
センダサイクルショップ
酒井輪店
サイクルポンテ
川田モータース
㈱モテギオート販売
今井輪業
竹花輪業
荒木輪業
二輪ショップ松村
永井昭輪業
スズキサイクル
星自転車店
猪瀬サイクルセンター
小滝輪店
TWO WAY
室井輪業
カンセキ 大田原南店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大田原店
田中モータース
小泉輪店
村上輪店
ザちゃりんこや
松井輪業
サカモト
サイクルショップ イシカワ
カインズホーム 大平店
松本自動車
永島輪店
中島輪業
日里輪店
髙際輪業
上岡モーターサイクル
五十畑輪業
高橋サイクル
柿沼モータース
篠崎商会
オート＆サイクルショップかめやま
イオン 栃木店
ミツエホンダ
福田輪業モータース
サイクルショップ うおそめ
小滝輪業
人見サイクルショップ

住所
足利市伊勢町４－４－５
足利市栄町１－３４０１
足利市永楽町５－１
足利市家富町２１４９
足利市家富町２２１７
足利市樺崎町１８６－６
足利市五十部町２３４－８
足利市五十部町２５４
足利市江川町３－５３－１
足利市今福町１８１
足利市今福町３７６－１
足利市借宿町４１１
足利市若草町６－３１
足利市助戸１－５７－８
足利市小俣町５２４－１
足利市菅田町２３２－６
足利市相生町３８４－１７
足利市大月町３－２
足利市大正町８６９
足利市大前町１５２－３
足利市大町４２５－７
足利市大町８－２３
足利市島田町４０４－１
足利市八幡町３－１－１４
足利市福居町１６９－１
足利市本城１－１６３４
足利市名草中町１５１１－１
足利市毛野新町３－９
足利市有楽町８４１－２５
足利市葉鹿町２－１６－２
大田原市元町１－４－２８
大田原市佐久山１９９３－１
大田原市山の手１－６－８
大田原市市野沢７７９
大田原市紫塚２－２６０９－９７
大田原市住吉町１－１４－２８
大田原市浅香１－３５４６－２７
大田原市浅香３－３７１１－６９
大田原市中央２－４－４
大田原市中田原１２３８
大田原市野崎１－１－１０
栃木市河合町８－２４
栃木市岩舟町大字静１１４４－１
栃木市尻内町６３２
栃木市泉町１３－８
栃木市大平町下皆川７００
栃木市大平町西水代１９３７－３
栃木市大平町富田６３０
栃木市大平町富田９８７－１
栃木市都賀町木３５４－１
栃木市藤岡町赤麻１５１０－２
栃木市藤岡町太田１３０－４
栃木市藤岡町大前８８７－８
栃木市藤岡町藤岡１０１２
栃木市藤岡町藤岡１３８９－１
栃木市藤岡町藤岡２０３０
栃木市箱森町３４－１４
栃木市箱森町３７－９
栃木市富士見町３－７
栃木市本町１０－２６
栃木市万町２０－５
那須塩原市永田町１４－１７
那須塩原市若葉町３－４２

電話番号
0284-41-8578
0284-21-4240
0284-41-2517
0284-21-7636
0284-21-2362
0284-41-0266
0284-21-3655
0284-21-6896
0284-41-3417
0284-21-3876
0284-21-6720
0284-71-1557
0284-41-8045
0284-41-0459
0284-62-0460
0284-41-1743
0284-41-6223
0284-40-2111
0284-41-5365
0284-62-0762
0284-41-6935
0284-41-6013
0284-64-9033
0284-71-2028
0284-71-2075
0284-41-8638
0284-41-9155
0284-41-7467
0284-41-6423
0284-63-0439
0287-23-4677
0287-28-0057
0287-22-2450
0287-22-4234
0287-23-9032
0287-22-4364
0287-23-8355
0287-24-6630
0287-22-3545
0287-22-2845
0287-29-0100
0282-22-8687
0282-55-1780
0282-31-0692
0282-22-2320
0282-45-1777
0282-43-3229
0282-43-3011
0282-43-2316
0282-27-7222
0282-62-3163
0282-62-2614
0282-62-3439
0282-62-2294
0282-62-2145
0282-62-2476
0282-22-3911
0282-22-7711
0282-22-0410
0282-22-5661
0282-22-1559
0287-36-0308
0287-62-2492

店名
鮎ｹ瀬モータース
薄井輪業
岩本利男商店
カインズホーム 西那須野店
小浦モーターサイクル
長谷川輪業㈲
大武輪業
飯村輪業
藤田輪業
大平輪業
薄葉輪業商會
阿久津輪店
よろずやサイクル
清水自転車店
星野輪業
川村輪業
高瀬輪店
㈲モトボックスむらまつ
吉原輪業
サイクルショツプかみやま
イオン 今市店
ホームセンター山新 益子店
竹谷輪業
青木輪店
軽部輪店
桧山モータース
石黒輪店
佐藤モータース
松本輪店
増居サイクル
紙屋輪業
大野輪店
㈲紙屋輪店
ワシズ輪業
カインズホーム 矢板店

住所
那須塩原市清住町９１－１４
那須塩原市西栄町６－１４
那須塩原市西栄町７－９
那須塩原市南郷屋２－１４８－１６
那須塩原市緑１－１３－１４
那須郡那珂川町小川２８８４－１
那須郡那珂川町小川７１６－１
那須郡那珂川町馬頭４０８
那須郡那珂川町馬頭４３－１
那須郡那須町大字芦野２７１８
那須郡那須町大字寺子乙３９６７
日光市塩野室町８０４－１
日光市鬼怒川温泉滝４６－３
日光市御幸町５７４
日光市今市８４－１
日光市大桑町７８
日光市大沢町１６３－１
日光市土沢１８５１－１２５
日光市土沢５５１－２５
日光市宝殿３０－９
日光市豊田７９－１
芳賀郡益子町益子２０２４
芳賀郡益子町上山５４－１
芳賀郡市貝町市塙１６００
芳賀郡市貝町大字続谷３５２
芳賀郡茂木町大字飯野１０３０－１
芳賀郡茂木町大字茂木１５８８－５
芳賀郡茂木町大字茂木１８２４－１９
矢板市鹿島１２－３０
矢板市扇町２－５－１１
矢板市泉３８９－９
矢板市中２０１７－１５
矢板市本町１１－６
矢板市木幡１１３０
矢板市矢板９０

電話番号
0287-62-1089
0287-36-1520
0287-36-0853
0287-37-7111
0287-22-2455
0287-96-3939
0287-96-3225
0287-92-2140
0287-92-2720
0287-74-0021
0287-72-1223
0288-26-8332
0288-77-2473
0288-54-0483
0288-21-0787
0288-21-8259
0288-26-0059
0288-32-1234
0288-26-0164
0288-54-0767
0288-30-2000
0285-70-3737
0285-72-3478
0285-68-2102
0285-68-0123
0285-63-3897
0285-63-2549
0285-63-2155
0287-43-2371
0287-43-0351
0287-43-1752
0287-43-1334
0287-43-0339
0287-43-1750
0287-43-2222

