自転車安全整備店（徳島県）
平成29年02月01日
店名
福住サイクルショップ
長賀自転車商会
市原自転車店
中西商会
森野自転車店
楠木自転車店
林ショップ
野口商会
浜田自転車店
福島自転車店
㈲福島商店
杉本モータース
久保商会
ＤＣＭダイキ 阿南店
アキサイクル
清崎モーターサイクル
三橋自転車店
ウエルビーモータース
山田輪業
水田モータース
サイクルショップひあさ
米田商会
真鍋自転車商会
オートサイクル太田
ＤＣＭダイキ 鴨島店
サイクルショップいしはら
黄田自転車店
北谷自転車店
㈲ｻｲｸﾙﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟ オオニシ
川原自転車商会
林 輪店
モリ自動車
花岡サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 徳島応神店
ゴーゴーバイク
堀江商店
サイクランド サイトウ
サイクルショップたけいち
中山商会
ShiokazeStore
森サービス自転車店
石井自転車店
ＤＣＭダイキ 徳島西店
天野サイクル
稲木商会
岸 自転車店
サイクルショップうえの
サイクルガレージ新浜
立岩サイクル
鈴江自転車店
ﾎｰﾑｷｰﾊﾟｰ ﾃﾞｺｰﾙ 川内店
漆川自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 徳島南店
オカダ自転車店
庄野サイクル
㈲丸一モータース
吉積商会
㈲ナカニシサイクル

住所
阿南市羽ノ浦町大字中庄字原婦知１１－６
阿南市羽ノ浦町大字中庄字流し２
阿南市羽ノ浦町中庄市１－１
阿南市橘町幸野３４－４
阿南市見能林町上かうや１８－１
阿南市上中町南島７０８－８
阿南市西路見町元村３０－３
阿南市長生町大原楠の前１１－１
阿南市那賀川町大字今津浦６４－２
阿南市那賀川町大字赤池１７７－３
阿南市那賀川町大字大京原１５２－１６
阿南市那賀川町北中島２６－２
阿南市楠根町屋敷１３－７
阿南市日開野町筒路２－１
阿南市富岡町今福寺５２
阿南市富岡町滝の下１８－８
阿波市阿波町字南整理１４８－６
阿波市吉野町西条字町口１５８
阿波市吉野町西条字町口２０９
阿波市市場町上喜来字大門９０１－３
阿波市市場町切幡字観音７９－８
吉野川市鴨島町鴨島３７８
吉野川市鴨島町鴨島６８０－１５
吉野川市鴨島町山路１９２３－２
吉野川市鴨島町上下島字松元４０５－１
吉野川市鴨島町飯尾２５０
吉野川市山川町字川田１９９
吉野川市川島町児島字長池３６
三好市池田町字マチ２５１２－１
三好市池田町州津滝端１２６６－４
小松島市赤石町５－１１２
小松島市中田町字原ノ下８－１
小松島市堀川町３－１７
徳島市応神町西貞方字仁徳３０－３
徳島市沖浜東３－５８
徳島市国府町井戸字堂ノ裏３９－１
徳島市国府町府中７０１
徳島市佐古五番町９－２
徳島市佐古三番町１０－４
徳島市住吉３－１－７第4三宅ﾋﾞﾙ107号
徳島市助任本町２－４６
徳島市庄町２－１６
徳島市庄町３－１１
徳島市上助任町蛭子１４３－２
徳島市上八万町下中筋２１３－３
徳島市城東町２－１－２７
徳島市城南町２－８－２８
徳島市新浜町２－４－２９
徳島市川内町榎瀬６６９－９
徳島市川内町宮島本浦１６０－１
徳島市川内町平石夷野２５０－１
徳島市蔵本元町２－７０－１１
徳島市大松町榎原外５５－１
徳島市中島田町２－３９－３
徳島市仲之町１－２９
徳島市津田本町２－１－３３
徳島市通町３－２９
徳島市徳島本町１－６

電話番号
0884-44-2153
0884-44-2326
0884-44-2366
0884-27-0258
0884-22-2807
0884-22-0955
0884-22-0372
0884-22-3313
0884-42-0065
0884-42-0134
0884-42-0115
0884-42-0352
0884-25-0109
0884-23-6282
0884-22-0479
0884-22-2758
0883-35-5597
0886-96-2376
088-696-2145
0883-36-2131
0883-36-3115
0883-24-2263
0883-24-2750
0883-24-2855
0883-24-3911
0883-24-5319
0883-42-3055
0883-25-2038
0883-72-0213
0883-72-2030
0885-37-1311
0885-32-0344
0885-32-0938
088-683-3140
088-655-0819
0886-42-1770
088-642-0003
088-652-0344
0886-53-5832
088-655-4055
088-652-4017
088-631-2339
088-632-4959
088-653-6736
088-668-0602
088-625-1899
088-654-0582
088-663-4565
0886-65-0751
0886-65-0180
088-665-7000
088-632-1627
088-636-3400
088-632-4341
088-652-3995
088-663-1213
088-652-0910
088-625-2864

店名
佐藤自転車商会
長倉サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 徳島店
YOU SHOP 千松
サイクリングショップ ＴＯＫＵ
㈲イウチサイクル
富永商会
㈲山橋商会
大上サイクル
サイクルショップみつはし
久次米自転車店
東野自転車店
㈲サイクルメイト土橋 本店
サイクルショップ野住
RINDOW BIKES
ＤＣＭダイキ 万代店
早渕自転車店
㈲サイクルメイト土橋 論田店
宮本自転車商会
サイクランドてんしん
松茂ホンダ販売
武田自転車店
多田モータース
小林サイクル
M&B大西
乾サイクル
ＤＣＭダイキ 藍住店
ﾎｰﾑｷｰﾊﾟｰ ﾃﾞｺｰﾙ 脇町店
ＤＣＭダイキ 徳島石井店
山本自転車店
井内サイクル
やまいちモータース
濱野自転車店
㈱藤岡輪業商会 大津店
鴻池自転車店
オートショップ フジ
泉 自転車店
ＤＣＭダイキ 鳴門店
山本自転車店
走るパンク屋 清見自転車
㈱藤岡輪業商会(本店)
梁木自転車店
佐藤自転車店

住所
徳島市南沖洲１－２－８
徳島市南佐古二番町１－９
徳島市南昭和町１－１１－３
徳島市南田宮２－７－２２
徳島市南二軒屋町３－２－１５
徳島市南矢三町１－２－１
徳島市南矢三町１－３－３２
徳島市二軒屋町３－３９
徳島市八多町金堂１０７－１
徳島市八万町大坪１７２
徳島市不動本町１－２５５
徳島市富田橋６－１２－２
徳島市福島２－４－１４
徳島市北矢三町３－２－９
徳島市末広２－１－８４
徳島市万代町６－３
徳島市名東町２－４２４
徳島市論田町本浦下９５－１
那賀郡那賀町仁宇字学原１４３－１
板野郡松茂町広島字東裏１－１５
板野郡松茂町笹木野字八山開拓１９７－８
板野郡上板町高瀬３９５－１
板野郡上板町神宅字堂床１２－３
板野郡北島町北村字壱町四反地７９－３
板野郡藍住町勝瑞東勝地３２３－６
板野郡藍住町勝端字東勝地３６４－３０
板野郡藍住町矢上字北分４３
美馬市脇町拝原２０５４
名西郡石井町高川原天神５４４－１
名西郡石井町石井字石井２２８－１
名西郡石井町石井字石井２７６
名西郡石井町石井字石井４０９－５
名西郡石井町藍畑字西覚円１０６５－８
鳴門市大津町吉永２６５－４
鳴門市大麻町牛屋島字小松原１１
鳴門市大麻町板東字東山田８６－８
鳴門市大麻町姫田字森崎４６－１
鳴門市撫養町黒崎字松島１６８
鳴門市撫養町斉田字浜端南３７－５
鳴門市撫養町南浜字東浜３－３７
鳴門市撫養町南浜字蛭子前東６１－５
鳴門市撫養町立岩字芥原４９－４
鳴門市北灘町折野字屋敷３７１－５

電話番号
088-664-0704
0886-52-4614
088-602-3822
088-633-3036
088-624-1933
088-632-3851
0886-33-2855
088-622-0423
088-645-0027
088-668-2457
0886-31-0803
088-625-1297
088-652-2376
088-631-6428
088-678-6781
088-602-2277
0886-31-1248
088-663-3904
0884-62-1225
088-699-2029
0886-99-3055
0886-94-2682
0886-94-2365
088-698-2993
088-641-5541
0886-41-0109
088-692-8281
0883-53-7000
088-675-2277
088-674-2418
0886-74-1353
0886-74-2516
0886-74-1413
088-686-2351
088-689-0858
088-689-1902
0886-89-0525
088-685-7673
0886-86-4014
088-686-1707
0886-86-4141
0886-86-3305
0886-82-0735

