自転車安全整備店（東京都）
平成29年02月01日
店名
石塚輪業
ヤサカ 秋川店
秋多輪業
小机輪業
松崎サイクル
池田自転車店
CYCLEHOUSE GOODSUN
くぬぎサイクル
岸サイクル
ＤＣＭくろがねや 稲城押立店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ若葉台
サイクルガーデンすずき
㈲髙野自転車商会
菊地サイクル
サイクルショップ ノグチ
カインズｻｲｸﾙﾊﾟｰｸ 羽村小作店
サイクルショップ アライ
中里サイクル
サイクルハウスしぶや
サイクルショップ カドイ
サイクル＆モーターわたなべ
鈴木輪業
サイクルショップ イイムラ
サイクルショップ モリタ
サイクルスポット 亀有店
イトーヨーカドー 亀有店
エコチャリ 亀有店
自転車修理工房
飯村サイクル
サイクルショップ ミズシロ
セオサイクル 高砂店
藤本輪業
イトーヨーカドー 四つ木店
サイクルプラザ イワサキ
㈲レンバンサイクル
鈴木サイクル
池田サイクル
大伴サイクル
㈲エコー百貨
坪内輪業
太田輪業
セオサイクル 新小岩店
㈲森田商会
㈱金城サイクル
黒田商会
セオサイクル 新小岩北口店
レンバンサイクル
サイクルショップしんこいわ
サイクルショップさいとう
羽鳥自転車商会
河内サイクル
DAIWA CYCLE 葛飾店
イトーヨーカドー 金町店
サイクル工房トット
セオサイクル 金町店
自転車の店キョ－ワ 金町店
㈲武万
古川サイクル
大久保サイクル

住所
あきる野市伊奈８９１－６
あきる野市引田５５８－１
あきる野市雨間３６３－１１
あきる野市舘谷２６４
あきる野市牛沼１３９－１
あきる野市五日市８３５
あきる野市秋川２－７－７-1B
あきる野市小川８０４
あきる野市草花１５２４
稲城市押立１７７７－１
稲城市若葉台２－８
稲城市大丸２３６－１
稲城市東長沼１０４１
稲城市矢野口１６３８－５
羽村市小作台１－２１－９
羽村市小作台２－１７－１７
羽村市神明台１－２６－１０
羽村市富士見平１－１０－１７
葛飾区お花茶屋２－５－１８
葛飾区お花茶屋３－６－９
葛飾区奥戸２－２９－９
葛飾区奥戸７－２－１４
葛飾区亀有２－６８－９
葛飾区亀有３－２０－１２
葛飾区亀有３－２６－１ﾘﾘｵ館1F
葛飾区亀有３－４９－３
葛飾区亀有４－３８－６
葛飾区亀有５－４７－２
葛飾区金町４－２４－７
葛飾区金町６－７－２２
葛飾区高砂３－３１－８杉浦ｺｰﾎﾟ
葛飾区細田4-8-3
葛飾区四つ木２－２１－１
葛飾区四つ木２－３０－１４
葛飾区四つ木３－１－２６
葛飾区柴又１－３－５
葛飾区柴又４－２８－８
葛飾区小菅１－１９－１７
葛飾区小菅２－３１－６
葛飾区小菅２－３７－５
葛飾区新宿２－２３－８
葛飾区新小岩１－５６－１５
葛飾区新小岩２－７－２
葛飾区水元４－２２－５
葛飾区西亀有３－２１－１２
葛飾区西新小岩１－６－１
葛飾区西新小岩１－８－８
葛飾区西新小岩４－２５－９
葛飾区西水元２－１３－１５
葛飾区青戸３－２７－１６
葛飾区青戸４－２４－１５
葛飾区青戸８－１－２６
葛飾区東金町１－１０－８
葛飾区東金町１－１５－７井ノ川ﾋﾞﾙ101
葛飾区東金町２－１８－１１-1F
葛飾区東金町３－４１－３
葛飾区東四つ木 ４－４７－１
葛飾区東四ツ木３－４９－１４
葛飾区東四ツ木３－８－１１

電話番号
042-596-2828
042-559-1331
0425-58-3935
042-596-1183
042-558-0600
042-596-0357
042-518-7971
042-559-6354
042-559-4101
042-378-0911
042-350-7677
042-378-1603
042-377-6220
042-377-4358
042-555-0909
042-570-2888
0425-55-0533
042-554-4716
03-5680-0655
03-3601-2048
03-3692-9244
03-3696-3102
03-3601-0837
03-3838-5630
03-5629-3595
03-3838-5111
03-6318-7691
080-5080-3196
03-3607-4615
03-3607-3391
03-3650-0536
03-3658-0731
03-3694-8811
03-3697-4124
03-3691-2064
03-3607-3051
03-3657-3741
03-3602-2370
03-3602-8787
03-3602-2385
03-3607-4238
03-5607-6030
03-3651-5995
03-3607-4465
03-3601-3320
03-6657-7403
03-3691-6955
03-3692-3986
03-3609-0363
03-3601-1951
03-3602-6781
03-3838-6788
03-3609-3131
03-3627-5177
03-5648-6180
03-5660-3350
03-3691-4734
03-3697-3177
03-3696-5451

店名
サイクルワールド 新小岩店
サイクル工房ジャックス
サンエイ
村越輪業
今田商会
自転車の店キョーワ 葛飾店
サイクルショップ アズマ
石原輪業
サイクルセンター オオトモ
セオサイクル 立石店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 立石店
橋本自転車店
サイクルオリンピック 立石店
サイクルショップカイト 京成立石店
松田輪業モータース
長谷川輪業
サイクルショップ ハーモニー
小島サイクル
イチネイ サイクル
自転車館とーと 江戸川店
サイクルオリンピック 篠崎店
サイクルプラザ イシイ
小泉輪業
関根自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 江戸川松江店
㈲遠藤自転車商会
㈲サイクルステーション ハヤシ
イオンバイク 江戸川松江店
㈲森田自転車店
中島自転車商会
山本サイクル
戸田サイクル
山崎輪業
マコトホンダ
イワタサイクル
サイクルピア サクライ
自転車や りんりん瑞江店
じてんしゃのイマコシ
㈲大月ヤマハスポーツショップ
橋本モーターサイクル
イオンバイク 西葛西駅前店
サイクルハウス シロコシ
イトーヨーカドー 小岩店
サイクルオリンピック 西小岩店
日置商会
青木自転車店
りんりん自転車館 一之江店
㈲宇田川自転車商会
自転車や りんりん京葉店
サイクルガレージ ナカザト
㈲飯山商会
ヨコオサイクル
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカイト 江戸川店
サイクルプラザ ニシノ
松倉輪業
サイクルショップ ロード
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 中葛西店
中村サイクル
サイクルスポーツせきぐち
エスイー サイクル
イトーヨーカドー 葛西店
吉野輪業
セオサイクル 船堀店
サイクルショップ小松崎

住所
葛飾区東新小岩２－１２－７
葛飾区東新小岩５－９－８
葛飾区東立石４－４９－５
葛飾区南水元２－６－６
葛飾区南水元４－１２－２６
葛飾区白鳥２－２０－２１
葛飾区白鳥３－６－１３
葛飾区堀切１－２２－１９
葛飾区堀切４－５８－１９
葛飾区立石１－１１－１０
葛飾区立石２－１３－１
葛飾区立石５－１４－５
葛飾区立石７－１０－７
葛飾区立石７－４－１
葛飾区立石８－３３－７
葛飾区立石８－６－１８
江戸川区一之江４－１－２４第二ｽｽﾞｷﾋﾞﾙ1F
江戸川区一之江６－５－１１
江戸川区江戸川３－４９－１
江戸川区江戸川６－９－３
江戸川区篠崎町２－４０９－３ﾍﾞﾙﾃﾞｨｰ篠崎101号
江戸川区篠崎町２－４０９－４
江戸川区篠崎町４－１－２
江戸川区小松川２－４－５－１０１
江戸川区松江１－８－１０
江戸川区松江２－１９－１６
江戸川区松江３－１６－５
江戸川区松江４－１２－７
江戸川区松江７－２８－１２
江戸川区松島３－１４－８
江戸川区松島３－２４－１７
江戸川区松島３－２７－１１
江戸川区上一色２－１６－２５
江戸川区上篠崎１－１－１５
江戸川区瑞江２－３４－１３
江戸川区瑞江２－４－１
江戸川区瑞江２－７－１５ｸﾞﾚｰｽﾌｨﾙ瑞江１F
江戸川区清新町１－３－６
江戸川区西一之江２－１４－１４
江戸川区西一之江３－３４－２
江戸川区西葛西５－２－３
江戸川区西葛西６－１５－２０－１Ｄ
江戸川区西小岩１－２４－１
江戸川区西小岩４－１－２０千成ﾋﾞﾙ1F
江戸川区西小岩５－１－１８
江戸川区西小松川町３１－８
江戸川区西瑞江５－１３－２２
江戸川区船堀６－１０－２２
江戸川区大杉１－２－１１-1F
江戸川区大杉５－２３－１５
江戸川区中央１－５－４
江戸川区中央３－１３－２６
江戸川区中央４－２５－２１
江戸川区中葛西２－５－２１
江戸川区中葛西２－９－２３
江戸川区中葛西３－１１－２２ｿｼｱﾙｱﾗｲ1F
江戸川区中葛西４－４－３
江戸川区東葛西５－３７－１１
江戸川区東葛西５－８－２２
江戸川区東葛西８－２８－１５
江戸川区東葛西９－３－３
江戸川区東小松川１－８－１５
江戸川区東小松川４－４５－１０
江戸川区南葛西４－２３－１８

電話番号
03-3693-3196
03-3692-6554
03-3691-1348
03-3608-8280
03-3600-1156
03-3601-3748
03-3690-3120
03-3691-2536
03-3602-6558
03-5654-6577
03-5671-5235
03-3695-1731
03-3696-8800
03-6657-6285
03-3691-5057
03-3697-0544
03-5879-5186
03-3654-4708
03-3670-5352
03-5878-3177
03-5664-2313
03-5243-3300
03-3679-1090
03-3682-7004
03-5663-2020
03-3651-5351
03-3651-4085
03-3652-2629
03-3651-4853
03-3651-3720
03-3654-6939
03-3652-2686
03-3654-5643
03-3670-9264
03-3677-2262
03-5243-2321
03-5664-3304
03-3878-1233
03-3656-5485
03-3653-5869
03-5658-3130
03-3675-7813
03-3671-5111
03-5622-7578
03-3657-6411
03-3651-8939
03-3877-1881
03-3680-0567
03-5879-9174
03-5879-3425
03-3651-3661
03-3651-9638
03-5879-6238
03-3689-2501
03-3689-3381
03-3688-1403
03-5878-3405
03-3687-1661
03-3687-5678
03-5679-3196
03-5675-1011
03-3651-5674
03-5661-9755
03-3686-4172

店名
本平サイクル
高村サイクル
中嶋サイクル
㈲自転車のシミズ ＪＲ小岩店
㈱石井商会
セオサイクル 小岩店
サイクルショップかとう
セオサイクル 平井店
イワセ サイクルセンター
はやしサイクル
㈲サイクルショップたなか
セオサイクル 西葛西店
自転車のシミズ 京成小岩店
吉野輪業
㈲葵ホンダ
東都自転車㈱
セオサイクル 亀戸店
髙村自転車商会
自転車や りんりん亀戸店
㈲さいくるはうすコトブキ
河井サイクル
田邊商会
カインズホーム 南砂町SUNAMO店
㈱シラカワ・サービス
サイクルスポット 森下店
セオサイクル 扇橋店
松田自転車店
ダイエー 大島店
ミナミサイクル商会
㈲和光輪業商会
サイクルショップりんりん大島
イオンバイク 大島中の橋店
ダイエー 東大島店
㈲タツミサイクル
自転車や りんりん門前仲町店
イオンバイク 東雲店
ｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ 東京ベイ東雲
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東砂店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカイト 南砂住宅店
ドイト 南砂店
イオン 南砂店
信興産業

住所
江戸川区南小岩１－７－２１
江戸川区南小岩２－５－４
江戸川区南小岩３－７－９
江戸川区南小岩６－３１－６
江戸川区南小岩８－２－１３
江戸川区南小岩８－７－９大平ﾋﾞﾙ1-1
江戸川区平井１－７－１１
江戸川区平井２－２３－１７-101号
江戸川区平井４－１４－１１
江戸川区平井６－５４－３
江戸川区北葛西３－１－３０
江戸川区北葛西４－１３－１
江戸川区北小岩６－１５－１２
江戸川区本一色１－３４－２２
江東区永代２－３１－９
江東区亀戸１－４０－５
江東区亀戸３－６０－１５ﾌﾟﾚｲｽM101号
江東区亀戸６－１－２
江東区亀戸６－５５－１７
江東区亀戸７－３８－１５
江東区三好１－５－６
江東区住吉２－８－１０
江東区新砂３－４－３１
江東区森下１－１６－１１
江東区森下１－５－１０
江東区扇橋２－１７－２
江東区扇橋３－１５－１０
江東区大島４－６－１
江東区大島５－３４－６
江東区大島５－６－１２
江東区大島６－１－２－１０８
江東区大島７－１２－２
江東区大島７－３８－３０
江東区辰巳１－２－９-106号
江東区冬木１５－９ﾙｲｼｬﾄﾚ門前仲町１Ｆ
江東区東雲１－９－１０
江東区東雲２－７－２０
江東区東砂７－１９－５
江東区南砂２－３－１
江東区南砂６－７－１５
江東区南砂６－７－１５
江東区白河３－３－１４
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ アリオ北砂店 江東区北砂２－１７－１
サイクルショップせきぐち
江東区北砂４－２２－８
セオサイクル 北砂店
江東区北砂６－６－１７
サイクルショップカイト 北砂店
江東区北砂７－５－１６
中野サイクル商会
江東区毛利１－７－１
イトーヨーカドー 木場店
江東区木場１－５－３０
CYCLE SHOP ＹＯＳＨＩＤＡ
江東区木場２－５－４
小倉自転車店
港区高輪 １－２７－２０
ル・サイク 三田店
港区三田２－１３－６
中村輪業商会
港区三田５－１１－７
㈲芝園モータース
港区芝３－５－３
㈲ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟりんりん
港区芝浦２－１６－７
和田輪業㈲
港区新橋３－２６－４
ル・サイク 新虎通り店
港区新橋４－２５－４
伊神モータース
港区西新橋２－１３－９
ビックカメラ 赤坂見附駅店
港区赤坂３－１－６
㈱Ｃｙ－Ｑ
港区赤坂７－６－５５
アザブサイクル
港区白金３－２－４
サイクルオリンピック 青山店
港区北青山３－３－７第一青山ﾋﾞﾙ
ル・サイク 麻布十番店
港区麻布十番３－１３－２
ドンキホーテ 六本木店
港区六本木３－１４－１０
㈲渡辺商会
荒川区荒川２－１５－４

電話番号
03-3658-9828
03-3659-2733
03-3657-4962
03-3657-7270
03-3657-4343
03-3673-7080
03-3682-2544
03-5628-5162
03-3681-7891
03-3611-3088
03-3686-3833
03-5878-0162
03-3650-4767
03-3651-6352
03-3630-1882
03-3684-1011
03-5875-5444
03-3681-2896
03-5836-1901
03-3681-4843
03-3641-7804
03-3631-5902
03-5665-7111
03-3631-7580
03-6240-2450
03-6458-4097
03-3644-0632
03-3682-1161
03-3681-3038
03-3681-9221
03-3638-6565
03-3683-4980
03-3636-7911
03-3521-3006
03-5639-9211
03-6221-3400
03-3528-0357
03-5653-3153
03-6666-4935
03-5677-4715
03-5677-3500
03-3641-6478
03-5665-1238
03-3645-3503
03-5617-1751
03-6659-7529
03-3631-2506
03-5606-5234
03-3641-3091
03-3473-2963
03-6453-7902
03-3451-2218
03-3451-1245
03-5439-6644
03-3571-2638
03-6432-0513
03-3591-1882
03-6230-1111
03-3583-1340
03-3441-5910
03-6439-1211
03-6436-3250
03-5786-0811
03-3802-1851

店名
サイクルスポット 西日暮里店
㈲萩原モータース
サイクルショップ アライ
山岸自転車店
ドン・キホーテ 町屋店
サイクルオリンピック 三ノ輪店
サイクルショップ キョウセイ
直井商会
ワタナベモータース
セオサイクル 田端店
とどころ輪店
サイクルドクター
吉田輪店
サイクルワールド 南千住店
サイクルスポット 南千住店
ホンダウイング クジライ
秋元輪業
サイクルショップ ミツイキ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 国分寺店
伊原サイクル

住所
荒川区西日暮里３－２３－１０
荒川区西尾久１－１２－９
荒川区町屋３－１－１４
荒川区町屋３－２２－２
荒川区町屋６－３２－２１
荒川区東日暮里１－８－１偕楽ﾋﾞﾙ1F
荒川区東日暮里３－１－７
荒川区東日暮里３－４２－１２
荒川区東尾久１－１４－４
荒川区東尾久４－２７－５－１F
荒川区東尾久４－４９－１
荒川区東尾久８－８－１４
荒川区南千住２－１０－５
荒川区南千住３－１２－１４
荒川区南千住４－７－２LaLaﾃﾗｽ内
荒川区南千住５－６－１３－１０１
国分寺市東元町１－１９－２８
国分寺市東恋ケ窪２－３３－８
国分寺市東恋ケ窪５－１５－９
国分寺市内藤１－７－２２
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 国分寺南口店 国分寺市南町３－９－２５
佐久間自転車商会
国分寺市日吉町２－１５－６
㈲こうやま
国分寺市北町２－２４－２
スーパーバリュー 国立店
国立市谷保３１４３－１ﾌﾚｽﾎﾟ国立南内
国立ビーエス販売㈱
国立市中１－８－９
㈲タマダ
国立市東３－６－１０
カルマックスタジマ
国立市富士見台２－９－１
セオサイクル 国立店
国立市北１－７－２４-1F
神山自転車商会
国立市北３－２６－２１
須田サイクル
狛江市岩戸北３－１４－２４
ＣＹＣＬＥ ＨＯＵＳＥ ＡＲＡＩ
狛江市中和泉１－２－８
㈲多摩川輪業
狛江市中和泉５－２２－１１
ＫＨサイクル
狛江市猪方４－６－４
長寿自転車店
狛江市東和泉１－５－１３
コマエサイクルセンター チハナ
狛江市和泉町４－９－５
ユニディ 狛江店
狛江市和泉本町４－６－３
小林自転車店
三鷹市井の頭２－９－３
よしのサイクル
三鷹市井口１－４－１０
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三鷹井口店
三鷹市井口３－４－３２
セオサイクル 三鷹店
三鷹市下連雀３－２８－１４－１０１
㈲石井自転車商会
三鷹市下連雀３－４４－３
イオンバイク 三鷹駅前店
三鷹市下連雀４－１４－２８
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 三鷹南口店 三鷹市下連雀４－１５－３５
梅田自転車店
三鷹市下連雀４－１８－７
小林サイクル
三鷹市下連雀６－１７－２１－１０６
大山自転車店
三鷹市上連雀８－９－２３
サイクルオリンピック 三鷹店
三鷹市新川３－１３－１０
富澤輪業
三鷹市新川６－２６－１２
堀江サイクル商会
三鷹市大沢３－７－１０
ダイシャリン 三鷹店
三鷹市北野２－６－４２－１F
海老沢自転車店
三鷹市牟礼１－４－１９
小池輪業
三鷹市牟礼６－１４－９
大川輪業
三鷹市牟礼６－１６－６
㈲石井輪業商会
三鷹市野崎２－３－３
東急ハンズ 渋谷店
渋谷区宇田川町１２－１８
代官山モトベロ
渋谷区猿楽町１６－１５代官山T-SITE GARDEN3号棟
グッドスピード
渋谷区恵比寿南１－２－１２
ル・サイク 広尾店
渋谷区広尾１－１０－８
サイクルスポット 笹塚店
渋谷区笹塚１－５５－７
㈲大倉輪業
渋谷区笹塚２－２３－１
ビックカメラ 渋谷東口店別館
渋谷区渋谷１－２４－１０
川辺自転車店
渋谷区西原３－１－５
クラウンギアーズ
渋谷区千駄ヶ谷３－１２－１５
㈱タムラ
渋谷区代々木１－３７－７

電話番号
03-5834-0915
03-3893-3118
03-3895-4309
03-3892-0373
03-5855-8011
03-3891-4583
03-3806-8181
03-3801-2773
03-3895-2714
03-5855-1950
03-3894-5924
090-5405-8216
03-3802-2418
03-5850-4673
03-5850-5620
03-3801-5893
042-321-6983
042-322-0756
042-300-2081
042-572-6200
042-316-8204
042-572-2818
042-321-2420
042-843-0751
042-572-0212
042-572-0530
042-575-1568
042-505-6958
042-522-4209
03-3489-0437
03-3480-2208
3488-2907
03-3488-3678
03-3489-0661
03-3489-2528
03-5438-5511
0422-43-4014
0422-31-9352
0422-39-4880
0422-70-1360
0422-47-1413
0422-46-8005
0422-46-7652
0422-43-6422
0422-43-3220
0422-43-7810
0422-43-8711
0422-43-0728
0422-31-1550
0422-70-0660
0422-44-4689
0422-43-6460
0422-44-0760
0422-43-6850
03-5489-5111
03-6277-5698
03-3713-2660
03-6408-5814
03-6301-7315
03-3377-5909
03-5466-1111
03-3468-4414
03-5770-8022
03-3370-2339

店名
WING Quarter
ル・サイク 渋谷店
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 幡ヶ谷店
Life Bike
青木輪業
長谷輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 小金井店
ヒバラサイクル
サイクルオリンピック 小金井店
サイクルショップ シンワ
積田輪業
山田サイクル
Cycle Store 松島
サイクルスポット 武蔵小金井店
イトーヨーカドー 武蔵小金井店
小金井サイクル
マルハチサイクル
和田輪業
岩瀬サイクル
㈲川里輪業
サンワサイクル
マエカワサイクル店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 小平店
㈲村野サイクル
島崎サイクルセンター
コウヨウ㈱
しずおかサイクル
サイクルショップ シマザキ
しげたサイクル
小林サイクル商会
和田輪業
バイクルプラザ ミツイキ
サイクルショップ セキグチ
カインズホーム 昭島店
イオンバイク ビッグ昭島店
サイクルショップ サンユー
サイクルショップいながわ
長森輪業
吉岡自転車店
市川サイクル
福田輪業
イトーヨーカドー 拝島店
さいくるさあびす№１拝島
サイクルセンター吉岡
山﨑輪業
桜井自転車店
サイクルショップこやま
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 昭島店
光輪館
牧島サイクル
C.W.S.高田馬場
セオサイクル 高田馬場店
ル・サイク 四ツ谷店
プロジェクト・エス
サイクルスポット 市ヶ谷店
Tokyo-Bicycle(東京自転車)
ビックロ ビックカメラ 新宿東口店
石井輪業
SAKULA 神楽坂店
ビックカメラ 新宿西口店
古田サイクル商会
㈲ヤジマ輪業
（資）会田商会
ヤマノ輪業

住所
渋谷区代々木５－５９－４参宮ﾊｲﾑ102号
渋谷区東２－１８－７
渋谷区幡ヶ谷２－１－３
渋谷区本町２－１６－４扶桑東京ﾋﾞﾙ1F
渋谷区本町２－２０－６
小金井市梶野町２－１－３６
小金井市貫井南町１－３－１７
小金井市貫井北町２－１０－２
小金井市貫井北町４－３－１
小金井市前原町２－２４－６
小金井市東町４－３１－１９
小金井市東町４－９－４－１０１
小金井市本町１－１８－１４
小金井市本町５－１９－３
小金井市本町６－１４－９
小金井市緑町１－６－２
小平市たかの台２５－４
小平市花小金井１－２５－２
小平市花小金井４－３９－１１
小平市花小金井５－５１－１１
小平市花小金井６－３１－１７
小平市花小金井南町２－１－１２
小平市回田町２８７
小平市回田町３１４
小平市学園西町１－２１－１７
小平市学園西町３－９－６
小平市学園東町２－４－７－２
小平市喜平町１－９－２１
小平市小川東町３－１－１
小平市仲町１
小平市美園町１－１－１０
小平市鈴木町１－２３３－３
小平市鈴木町２－１４６
昭島市つつじが丘２－８－５５
昭島市宮沢町５００－１
昭島市玉川町１－１５－３
昭島市玉川町２－７－１６
昭島市玉川町３－２０－２
昭島市玉川町５－１５－１５
昭島市昭和町４－３－１８
昭島市昭和町５－６－２０
昭島市松原町３－２－１２
昭島市松原町５－１６－１５
昭島市中神町１１６３－７
昭島市中神町１３５７－１６
昭島市東町５－６－５
昭島市拝島町３－６－２
昭島市武蔵野２－１１－１９
昭島市緑町５－１－２３富士見堂ﾋﾞﾙ102
新宿区戸山２－２５－１０１
新宿区高田馬場３－２２－３
新宿区高田馬場４－４１－７-101
新宿区四谷２－９
新宿区四谷４－８
新宿区市谷田町３－１－４
新宿区若葉１－１３ｱｲﾌﾗｯﾄ102
新宿区新宿３－２９－１
新宿区新宿６－７－２
新宿区神楽坂６－６４雅庵1F
新宿区西新宿１－５－１ﾊﾙｸ内
新宿区西新宿５－１３－１４青木館1D
新宿区西新宿５－２４－２１
新宿区西新宿８－１－１１
新宿区西早稲田１－１３－１ﾏﾝｼｮﾝ西田1F東

電話番号
03-5452-0098
03-6450-6253
03-3379-4645
03-6300-5565
03-3377-7217
042-251-8828
042-386-5230
042-383-3651
042-327-0011
042-383-6636
042-383-6460
042-383-7134
042-381-2078
048-382-5561
042-382-1211
042-384-7238
042-343-3439
042-461-8300
042-474-8460
042-461-5619
042-461-4041
042-462-7694
042-300-2142
042-321-1472
042-341-0716
042-344-2335
042-341-5255
042-321-2774
042-344-8461
042-341-2419
042-342-1606
042-345-7156
042-465-4597
042-500-0777
042-500-7011
042-543-8710
042-541-2304
042-541-0837
042-541-0364
042-541-3543
042-541-0337
042-543-5511
042-519-4110
042-541-5056
042-543-3920
042-541-0469
042-541-1092
042-500-1381
042-542-6630
03-3204-3439
03-5338-8607
03-6908-8572
03-5368-2417
03-3351-4770
03-5206-5867
03-6380-0507
03-3226-1111
03-3352-8489
03-5946-8666
03-5326-1111
03-3372-5621
03-5351-1137
03-3371-1204
03-3203-0814

店名
サイクルスポット 西早稲田店
コジマ輪業
サイクルショップ ヒグチ
ドン・キホーテ 新宿店
サイクルオリンピック 早稲田店
市沢自転車商会
コアファクトリー
上條サイクル商会
サイクルショップいしい
㈲斉藤輪業
サイクルオリンピック 中落合店
サクラ 早稲田店
㈲オオバサイクル
宮崎商会
サイクルスポット 阿佐ヶ谷店
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 阿佐ヶ谷店
サイクルピット
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 下井草店
アンドウサイクル
サイクルショップ江田
サイクルスポット 西永福店
荻窪サイクル
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 荻窪南口店
木下自転車店
スーパーバリュー 杉並高井戸店
石根自転車店
㈲小野輪業
カアムハウス バイシクルストア
サイクルオリンピック 高井戸店
スポーツサイクル タカハシ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 東高円寺店
Cycle Socket
カシマサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高円寺店
(資)サイクルセンター ヨシダ
サイクルオリンピック 高円寺店
㈲ナガタ輪業
柳下自転車店
ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞダイシャリン 杉並今川店
谷崎自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 杉並松庵店
コイトサイクル
サイクルショップ万田
サイクルスポット 荻窪店
㈲万田サイクル
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 西荻窪店
サイクルスポット 八幡山店
小澤輪業
じてんしゃらんど

住所
新宿区西早稲田２－２１－４
新宿区西落合３－１－６
新宿区西落合３－３０－４
新宿区大久保１－１２－６
新宿区大久保２－２－６LAQUAS東新宿1F
新宿区大久保２－７－１
新宿区大京町２９作道ﾋﾞﾙ1F
新宿区箪笥町２７
新宿区中落合１－１７－７
新宿区中落合２－１－１６
新宿区中落合３－７－４
新宿区馬場下町６１
新宿区弁天町２
新宿区余丁町８－２
杉並区阿佐谷南３－１－２４
杉並区阿佐谷北４－６－３０
杉並区井草２－１５－１７-1F
杉並区井草２－８－２０
杉並区永福２－５０－１５
杉並区永福３－３３－１２
杉並区永福４－１９－１０
杉並区荻窪４－２１－２１ﾒｲﾌﾗﾜｰﾏﾝｼｮﾝ101
杉並区荻窪５－８－１６
杉並区下井草１－１－３
杉並区下高井戸５－１２－１２
杉並区久我山２－２４－１１
杉並区久我山３－２６－１
杉並区高井戸西２－１０－１８ 1E
杉並区高井戸東３－２１－１７
杉並区高井戸東３－２７－４
杉並区高円寺南２－３－１ﾌﾚｼｭﾉｱ1F
杉並区高円寺南３－２１－１５高田方店舗奥
杉並区高円寺南３－７－１
杉並区高円寺南４－５２－１
杉並区高円寺南４－８－３
杉並区高円寺北２－１９－６
杉並区高円寺北２－４１－１８
杉並区高円寺北４－４３－８
杉並区今川１－１９－１７
杉並区松庵２－２－１３
杉並区松庵２－２１－３
杉並区上井草１－２３－２４
杉並区上荻１－１９－１１
杉並区上荻１－２５－１
杉並区上荻２－４１－１０
杉並区上荻４－３０－２
杉並区上高井戸１－９－１
杉並区成田西３－１２－８
杉並区成田東３－６－３
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 南阿佐ヶ谷店 杉並区成田東４－３４－１１
自転舎屋
杉並区成田東５－２０－８ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ南阿佐ヶ谷102号
井口輪業
杉並区清水３－８－１１
加藤自転車店
杉並区西荻南３－１７－１６
サイクルスポット 西荻窪店
杉並区西荻南３－８－１６
宮崎モータース
杉並区西荻北４－５－５
大野サイクル
杉並区大宮１－１－５
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 荻窪店
杉並区天沼３－１７－２１
㈲頓所輪業
杉並区桃井１－２－３
和田サイクル
杉並区桃井４－１－１
深澤サイクル
杉並区南荻窪１－４３－１４
松原自転車店
杉並区浜田山２－２４－６
サイクルショップ コバヤシ
杉並区浜田山４－１４－４
鈴木サイクル
杉並区方南２－１３－５
サイクルスポット 方南町２号店
杉並区方南２－１８－４

電話番号
03-5292-5048
03-3952-0504
03-3951-7744
03-5292-7411
03-5155-5627
03-3200-6530
03-3225-6166
03-3267-0231
03-3953-3531
03-3951-0623
03-3954-3771
03-6273-8628
03-3203-9427
03-3351-6649
03-5347-0237
03-3338-0513
03-3394-8006
03-3394-7373
03-3321-7697
03-3325-9544
03-5929-3257
03-3391-2669
03-3393-6090
03-3330-0169
03-5316-3033
03-3333-4514
03-3332-4062
03-3335-7151
03-3331-2511
03-3331-1021
03-3312-0353
03-5930-0030
03-3311-2924
03-5327-5233
03-3311-7910
03-3336-6311
03-3330-3407
03-3337-7737
03-6454-7351
03-3333-3061
03-5336-8168
03-3390-0677
03-3398-4953
03-5347-9175
03-3395-3201
03-3399-0567
03-6304-6140
03-5397-6266
03-3314-4818
03-5306-0568
03-3398-1768
03-3399-6739
03-3334-8545
03-5336-3505
03-3399-7453
03-3321-8301
03-3392-3242
03-3399-4857
03-3399-3741
03-3333-5871
03-3302-8365
03-3311-7733
03-3311-9344
03-5305-5392

店名
住所
サイクルスポット 方南町店
杉並区堀ノ内１－５－５
とらや輪業 堀ノ内支店
杉並区堀ノ内２－１６－２２八木荘101
シクロ・オオノ
杉並区本天沼２－１－２
小澤輪業
杉並区和泉３－３０－７
田所サイクル
杉並区和田１－３４－２
公塚輪業店
世田谷区宇奈根１－１６－４
サイクルショップ ハヤカワ
世田谷区奥沢３－３１－１０
サイクルスポット 奥沢店
世田谷区奥沢５－１４－３１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 田園調布店
世田谷区奥沢８－１－１
菅原輪業
世田谷区下馬２－４０－２７－１０１
ハロー オート
世田谷区鎌田２－２２－８
サイクルスポット 喜多見店
世田谷区喜多見８－１７－８
ＣＯＷ ＳＰＡＣＥ
世田谷区喜多見９－１３－１２
じてんしゃいしい
世田谷区砧３－４－４
関口輪業商会
世田谷区砧６－３０－５
らくりん館 きぬた店
世田谷区砧７－１－４
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 世田谷給田店
世田谷区給田３－２６－２７
モトベロ二子玉川
世田谷区玉川１－１４－１二子玉川ﾗｲｽﾞSC.ﾃﾗｽﾏｰｹｯﾄ二子玉川蔦屋家電1F
サイクルショップ シロタ
世田谷区玉川３－１５－６
サクラ 二子玉川店
世田谷区玉川４－１－９ﾀﾏﾘﾊﾞｰ246 1F
山口自転車商会
世田谷区駒沢３－２－４
CROWN CYCLE
世田谷区駒沢４－２９－１１ｳﾞｪﾘﾃ駒沢1F
㈲サイクルセンター エノモト
世田谷区駒沢５－２６－８
サイクルスポット 経堂店
世田谷区経堂２－４－１４
佐野サイクル
世田谷区経堂２－７－８
サイクルショップもりなが
世田谷区経堂３－３８－１
サイクルセンターカトウ
世田谷区弦巻２－９－５ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ弦巻1F
ユサ サイクル
世田谷区豪徳寺１－４２－８
カシボ商会
世田谷区豪徳寺１－６－１１
榑林輪業商会
世田谷区豪徳寺２－３０－１０
スズキサイクル
世田谷区桜３－２５－１
サクラ 世田谷松ヶ丘店
世田谷区桜３－７－２０
㈲天野輪業
世田谷区桜丘２－１９－１３
ニイダ輪業
世田谷区桜丘３－２４－２
車電館 千歳船橋店
世田谷区桜丘５－２０－１１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 世田谷桜丘店
世田谷区桜丘５－３１－４
サイクルスポット 桜新町店
世田谷区桜新町１－３３－２
タシロ自転車店
世田谷区桜新町２－１０－６
菅沼輪業
世田谷区三軒茶屋１－２０－４
サイクルスポット 三軒茶屋２号店 世田谷区三軒茶屋１－３３－２２
サイクルスポット 三軒茶屋店
世田谷区三軒茶屋２－１７－１０
村木自転車店
世田谷区三宿１－１９－１１
大貫自転車店
世田谷区三宿２－３８－５
キムラ輪業
世田谷区若林１－１６－３
サイクルベースあさひ 世田谷若林店 世田谷区若林１－１８－６
柴田モータース
世田谷区上祖師谷５－２８－１１
小川輪業商会
世田谷区上馬２－１－１
ﾙ･ｻｲｸ上馬店 ルイガノショップ
世田谷区上馬４－１－１
cycle Fix
世田谷区上馬５－２６－１４-1F
鳴木屋輪店
世田谷区上北沢５－８－１
㈲吉野サイクル
世田谷区上野毛１－２８－５
京の洛スク 自由が丘店
世田谷区深沢１－１－１ｴｽｱｰﾙ自由が丘1F
サイクルスポット 深沢店
世田谷区深沢４－３６－１１
セオサイクル 世田谷上町店
世田谷区世田谷１－１８－９-102
長谷川自転車商会
世田谷区世田谷１－４５－５
㈲サイクルセンター キョーエイ
世田谷区世田谷１－４８－１１
車電館 成城本店
世田谷区成城３－２０－１０
BICYCLE SHOP THE=白輪=
世田谷区成城６－１４－６
㈲志保田商会
世田谷区赤堤４－４８－５
鈴木自転車店
世田谷区船橋１－３７－１
サイクルハウス オザキ
世田谷区船橋５－２０－１６
野口自転車店
世田谷区船橋５－３５－２
バイク＆サイクルハウス希望ケ丘 世田谷区船橋６－３－５
木梨サイクル
世田谷区祖師谷１－３７－８

電話番号
03-5305-8852
03-3313-3759
03-3399-3233
03-3321-6478
03-3383-8288
03-3700-6804
03-3720-5375
03-5726-5257
03-5752-4211
03-3411-1875
03-3708-8632
03-5727-1027
03-3489-3428
03-3416-0922
03-3417-0068
03-6411-0651
03-5314-2792
03-6432-7856
03-3700-8118
03-3641-7446
03-3414-6019
03-6453-4101
03-3421-4374
03-5451-7232
03-3428-3056
03-3426-3234
03-3240-1715
03-3429-4369
03-3420-7313
03-3429-3461
03-3429-2860
03-3425-2266
03-3429-0840
03-3429-2414
03-5426-2291
03-5426-6361
03-5752-5800
03-3427-3459
03-3411-1697
03-5779-8158
03-5779-8621
03-3414-2619
03-3421-2179
03-3411-2085
03-5432-7577
03-3308-4801
03-3421-7184
03-6805-3514
03-3428-3533
03-3302-2640
03-3701-2806
03-5752-3955
03-5752-6315
03-6432-6307
03-3420-3365
03-3429-7127
03-5727-1380
03-3484-3223
03-3321-6528
03-3420-4363
03-3302-1993
03-3302-1162
03-3329-6678
03-3483-2689

店名
旭サイクル
スギタサイクル
㈲加納輪業社
サクラ 三軒茶屋店
ル・サイク 下北沢店
サイクルショップだいざわ
FIX
㈲青木屋輪業
中嶋サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 砧公園店
佐藤サイクル商会
サイクルスポット 池尻大橋店
山内自転車店
㈱本田輪業
広瀬サイクル商会
le.cyc avant 等々力
クラタ サイクル
杉田サイクル
サイクルセンター つみた
タカハシサイクル
佐藤自転車店
愛輪商会
オート＆サイクル アプコ
NeXT-Bike 下北沢店
島田輪業
東京輪業㈲
㈲用賀サイクル商会
サイクルスポット 用賀店
松村輪業
村越自転車店
サイクルハウスえびさわ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 清瀬店
自転車オートバイのタナベ
ジョイフル本田 瑞穂店
サイクルオリンピック 瑞穂店
古山輪業
イオン 日の出店
田宮モーター商会
サイクルショップ オオクボ
DAIWA CYCLE 田無店
セオサイクル ひばりが丘店
オリタサイクル
下田自転車店
マスダサイクル
サイクルオリンピック 保谷店
大東サイクル
マコト輪業
㈲栗本商店
サンサイクル
㈲イナガキ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 保谷店
モトショップ次郎
自転車コーキ屋
ヤサカ 河辺店
森田輪業
岡ちゃんサイクル
吉川サイクル商会
長谷川オートサイクル
福岡輪店
ヤサカ 青梅新町店
カインズホーム 青梅インター店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 青梅店
田中輪業
サイクルスポーツのざき

住所
世田谷区祖師谷５－２７－１２
世田谷区祖師谷６－２１－１３
世田谷区太子堂２－１８－４
世田谷区太子堂３－１５－２ｺﾞﾘﾗﾋﾞﾙ1F
世田谷区代沢２－２８－６
世田谷区代沢４－４４－１３
世田谷区代田１－３４－１５-102号
世田谷区代田３－３－３
世田谷区大原１－１－５
世田谷区大蔵１－２－１
世田谷区池尻２－１６－１３
世田谷区池尻３－２１－２８
世田谷区池尻４－２９－１５
世田谷区中町２－９－２１
世田谷区中町４－６－１０
世田谷区等々力１－３２－１２
世田谷区南烏山２－３３－１７
世田谷区南烏山４－１２－１２
世田谷区南烏山４－２０－３
世田谷区南烏山４－５－１３
世田谷区南烏山５－２０－６
世田谷区梅丘１－２９－４
世田谷区北烏山８－１－２１
世田谷区北沢２－３６－９ﾍﾞﾙ下北沢1F
世田谷区北沢２－７－７
世田谷区北沢３－２１－２
世田谷区用賀４－１－１
世田谷区用賀４－２８－１８
清瀬市松山１－４１－１６
清瀬市松山２－３－３
清瀬市上清戸１－４－８
清瀬市梅園２－１０
西多摩郡瑞穂町駒形富士山３９３
西多摩郡瑞穂町殿ケ谷４４２
西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎１３４７－１
西多摩郡日の出町平井２７０３－１
西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木５５７
西東京市ひばりが丘北２－５－３
西東京市向台町６－１－４５
西東京市芝久保町５－８－２田無ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ1F
西東京市谷戸町１－２３－７
西東京市谷戸町２－１０－３
西東京市谷戸町３－２６－７
西東京市田無町３－８－１４
西東京市東町３－１０－６
西東京市東町３－４－６
西東京市南町１－１２－２４
西東京市南町１－５－１４
西東京市南町５－５－１５
西東京市富士町４－１４－１６
西東京市保谷町４－１２－２５
西東京市柳沢２－１０－２１-1F
青梅市河辺町１０－１１－４橋本ﾋﾞﾙ101
青梅市河辺町４－１－１
青梅市河辺町４－１２－７
青梅市河辺町７－１０－１０
青梅市駒木町１－７３７
青梅市勝沼３－９２－５
青梅市新町２－１４－５
青梅市新町４－２１－３
青梅市新町６－９－４
青梅市新町７－２－１０
青梅市千ケ瀬町２－２５８
青梅市大門１－７６１－１３

電話番号
03-3482-1773
03-3483-5212
03-3421-3990
03-3424-3232
03-5712-5585
03-3422-5591
03-3795-3196
03-3421-1768
03-3466-5601
03-5727-3441
03-3414-6336
03-5779-7152
03-3422-1483
03-3703-3555
03-3702-3832
03-6809-7306
03-3300-2022
03-3308-0316
03-3300-5901
03-3300-8119
03-3300-1724
03-3429-0886
03-3307-2924
03-6407-0170
03-3467-0977
03-3466-3335
03-3700-3668
03-5717-9802
042-491-0145
042-491-0349
042-491-0880
042-494-6367
042-557-0361
042-568-2311
042-556-6661
042-597-0139
042-588-8300
042-422-5202
042-467-2433
042-452-9638
042-439-9066
042-423-0705
042-421-1917
042-465-5521
042-438-8717
042-422-7770
042-465-0207
042-461-3355
042-464-0429
0424-65-8369
042-451-6821
042-465-8686
0428-78-3658
042-824-1661
0428-22-4602
0428-32-1808
0428-22-4667
0428-22-4498
0428-31-4851
0428-32-1771
0428-30-1100
0428-30-0570
0428-24-0540
0428-24-2245

店名
㈲イシダオートサイクル
㈲オクズミ
㈲広瀬商会
和田自転車店
青柳商店
輪千自転車店
㈲トミサイクル商会
高橋自動車㈱
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱAKIBA
ル・サイク akiba店
花村モータース
サイクルスポット 神保町店
ビックカメラ 有楽町店
セオサイクル 綾瀬店
サイクルオリンピック 綾瀬店
桐生車輌㈱
サイクルショップ すぎもと
セオサイクル 竹の塚店
三和サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 加平店
ハシモトサイクル
細井サイクル
杉本商会
菅原輪業
㈲サイクルショップすがぬま
サイクルオリンピック 五反野店
清水サイクル商会
鈴木輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 鹿浜店
サイクルショップ堀
鈴一サイクル
横田輪業
イオンバイク 六町店
自転車のＧＯＩＳ
髙橋輪業商会
ツボイサイクル
じてんしゃコム Rin
イトーヨーカドー アリオ西新井店
セオサイクル 西新井店
ドイト 西新井店
時田輪業
ダイシャリン 竹の塚
サイクルショップ武内
菊屋モータース
自転車雑貨FLIP & FLOP
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北千住店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 扇店
サイクルショップ リンクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 竹の塚店
㈲サイクルショップすがぬま
セオサイクル 竹の塚東口店
イオンバイク 梅島店
佐藤輪業
いわかみサイクル
京や輪業
日興商会
よこたサイクル
ハナワモータース
サイクルオリンピック 保木間店
サイクルショップ庄司
鈴木自転車修理店
大山輪業
高須輪工社
㈲キリン商会

住所
青梅市長淵３－７５８
青梅市東青梅２－１７－２
青梅市東青梅３－２３－１
青梅市日向和田３－５２２
青梅市本町１５２
青梅市友田町２－６７７
千代田区一番町７
千代田区岩本町２－２－９
千代田区神田花岡町１－１
千代田区神田松永町１６
千代田区神田神保町１－２５
千代田区神田神保町１－４４－１
千代田区有楽町１－１１－１
足立区綾瀬２－３２－１山崎ﾋﾞﾙ1F
足立区綾瀬４－８－１４ｼﾃｨｰﾊﾟﾚｽ綾瀬1F
足立区綾瀬６－３２－１６
足立区伊興４－１－２３
足立区伊興本町１－３－６
足立区一ツ家２－６－３
足立区加平３－２－１９
足立区花畑１－２５－２５
足立区花畑３－１７－１
足立区関原２－１９－８
足立区栗原３－２２－１３
足立区古千谷本町４－１－２３
足立区弘道１－１－１５五反野ｼｮﾂﾋﾟﾝｸﾞｳｪｲ1F
足立区江北２－２７－４
足立区江北４－４－１
足立区鹿浜３－３－１
足立区鹿浜４－２１－１９
足立区鹿浜６－１－１２
足立区神明１－２－２２
足立区西加平２－６－６
足立区西新井２－３２－５
足立区西新井４－１４－６
足立区西新井５－２０－１２
足立区西新井５－４２－２１
足立区西新井栄町１－２０－１
足立区西新井本町１－１７－１
足立区西新井本町２－３１－１
足立区西新井本町５－１２－１６
足立区西保木間１－１４－２３
足立区西保木間２－４－５
足立区千住１－２１－１０
足立区千住４－１４－５-1F
足立区千住仲町１－９
足立区扇３－１３－８
足立区足立４－２５－１７
足立区竹の塚２－２８－８
足立区竹の塚５－１６－１７
足立区竹の塚５－３６－２３
足立区中央本町１－１５－１
足立区中川４－２８－１７
足立区東保木間２－２６－１１
足立区東和１－１２－１６
足立区東和２－２４－１２
足立区東和４－２２－７
足立区南花畑１－２－３６
足立区南花畑２－１７－３
足立区入谷２－２５－２０
足立区入谷３－７－１９
足立区入谷９－１４－５
足立区梅田２－１６－１７
足立区梅田６－５－１６

電話番号
0428-24-1206
0428-23-2288
0428-22-8161
0428-22-4397
0428-22-2610
0428-22-0644
03-3261-0845
03-3866-2984
03-5209-1010
03-5207-9252
03-3291-8809
03-5577-3848
03-6212-1111
03-5680-9973
03-5697-9288
03-3628-6926
03-3899-3420
03-3855-0677
03-3850-1400
03-5613-1344
03-3884-0034
03-3885-3708
03-3886-8673
03-3890-7046
03-3897-1409
03-5888-9077
03-3890-0556
03-3890-0515
03-5647-0081
03-3899-3037
03-3899-6685
03-3620-0456
03-3860-0819
03-3896-7450
03-3899-0237
03-3854-2823
03-3896-9218
03-3852-9111
03-5809-5472
03-3896-6241
03-3886-0167
03-5831-6640
03-3883-5075
03-3881-7036
03-5284-7480
03-5284-2090
03-5837-2816
03-3849-8281
03-5831-2346
03-5242-0504
03-5856-5709
03-3889-1334
03-3605-0546
03-3883-1694
03-3605-5580
03-3620-2626
03-3605-3472
03-3859-5656
03-3883-3118
03-3856-9023
03-3853-6047
03-3899-5193
03-3849-7229
03-3889-8561

店名
イオン 西新井店
日比谷サイクル
サイクルワールド 保木間店
サイクルハウス もとき
㈱東商
菅谷輪業
自転車屋パーシモン
サイクルハウスふじもと
㈲サイクルプラザ コバヤシ
多摩サイクル 永山店
双葉輪業 ㈲
㈱アライモータース多摩
佐伯輪業
㈲かくたサイクル
滝上輪業
神田輪業
伊藤サイクル
佐々木商会
サイクルスポット 浅草店
㈲フヂヤサイクル 松が谷店
㈱小島商会
アートスポーツANNEX店
森岡輪業
宝田商会
山本自転車店
ドンキホーテ 浅草店
貝瀬サイクル
西村二輪㈱
㈲勝己モーター商会
斉藤輪業
エスマナ
㈲岩瀬商会
㈱多慶屋
長尾商会
サイクルサービス ツルオカ
鈴木商会
tokyobike gallery 谷中
海戸サイクル
植武輪業㈲
㈲伊藤商会
小林サイクル
㈲カイセ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 台東入谷店
セフティオート堀田
サイクルオリンピック 下丸子店
㈲前山輪業
サイクルハウス コミヤマ
㈲青木商店
サイクルオリンピック 蒲田店
サイクルスポット 蒲田店
サイクルショップ ヤマダ
㈲斉藤輪業商会
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟオギヤマ ギャレリア店
㈱サイクルポイント ナカネ
スマイル バイシクル
サイクルスポット 上池台店
矢島自転車店
㈲モトリキ
スポーツ車の店ヒラタ
㈱竹山商会
バイシクルガレージ轍
DAIWA CYCLE 馬込店
小沼輪業商会
杉山自転車商会

住所
足立区梅島３－３２－７
足立区梅島３－４２－１３
足立区保木間１－３０－８
足立区本木東町５－５
足立区柳原１－２－５
足立区六月３－１９－１９
足立区六町３－５－２５
足立区六木１－６－２９
多摩市一ノ宮１－２６－８ｳｨﾝﾍﾞﾙｺｰﾗｽ聖蹟桜ヶ丘101

多摩市永山１－４ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山３Ｆ
多摩市関戸５－２１－８
多摩市中沢１－２－４
多摩市東寺方５６７
多摩市落合１－１７－３
台東区橋場１－３０－３
台東区元浅草４－４－９
台東区今戸２－３２－１５
台東区松が谷３－３－１
台東区松が谷４－２４－１２
台東区松が谷４－２７－１３
台東区上野１－６－５
台東区上野６－２－６
台東区清川２－１２－８
台東区西浅草３－２１－１５
台東区千束４－３５－１０
台東区浅草２－１０
台東区浅草４－２２－８
台東区浅草５－７１－９
台東区浅草６－２４－３
台東区浅草橋５－２９－４
台東区台東３－５－１０ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ御徒町第三1FB
台東区台東４－２９－７
台東区台東４－３３－２
台東区谷中２－２－６
台東区谷中３－１３－６
台東区谷中３－２４－２
台東区谷中４－２－３９
台東区谷中７－６－１３
台東区日本堤２－１０－２
台東区日本堤２－２９－１０
台東区入谷２－１５－６
台東区北上野２－１－１
台東区竜泉１－１２－５
大田区下丸子３－２－５
大田区下丸子４－２１－４
大田区蒲田２－１－５
大田区蒲田３－２３－９
大田区蒲田５－２５－１
大田区蒲田５－２８－８
大田区蒲田５－４５－６
大田区久が原３－１４－１８
大田区久が原５－２８－１４
大田区山王２－７－２
大田区山王３－９－３
大田区上池台３-４５-３ｼｪﾓﾜ上池台103
大田区上池台５－３７－３
大田区新蒲田２－１－３
大田区西蒲田１－１２－７
大田区西蒲田４－２５－１５
大田区西蒲田７－１８－１０
大田区西蒲田７－４１－３吉池ﾋﾞﾙ102
大田区西馬込２－２９－１
大田区西六郷２－８－３
大田区西糀谷３－１６－３

電話番号
03-3852-2121
03-3886-6815
03-3859-3196
03-5888-6270
03-3870-4431
03-3884-5987
03-5856-4453
03-3620-3764
042-400-6632
042-375-2351
042-375-7047
042-373-3959
042-375-7159
042-371-9289
03-3872-1855
03-3844-0229
03-3873-1609
03-3841-0837
03-5806-5358
03-3844-3417
03-3831-9792
03-3836-1055
03-3872-1482
03-3841-3627
03-3872-2447
03-5826-2511
03-3873-5023
03-5808-9973
03-3874-4825
03-3851-5028
03-5807-3081
03-3834-3856
03-3835-7777
03-3824-0533
03-3822-2236
03-3821-7445
03-5809-0980
03-3828-3693
03-3872-6647
03-3872-5422
03-3873-4620
03-3843-0552
03-5808-0133
03-3750-2560
03-5741-1151
03-3738-2670
03-3732-1318
03-3731-9261
03-5480-5121
03-5703-5771
03-3751-6341
03-3751-7316
03-6429-7091
03-3771-1644
03-6451-7868
03-6451-7802
03-3731-5465
03-3753-5453
03-3753-4558
03-3731-9894
03-6715-9797
03-6410-7378
03-3731-9999
03-3745-2065

店名
エコチャリ蒲田 大鳥居店
石井自転車商会
オートショップ タカハシ
サイクルショップ サトー
サイクルハウス ダイシン
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大森店
川見屋 支店
石井輪業商会
オオツカサイクル
サイクルス ヒラリン
須山商会
石川サイクル
㈲藤平自転車商会
鈴木サイクル商会
セオサイクル 大森店
三木サイクル
イトーヨーカドー 大森店
㈲鈴木商店
高松屋自転車商会
菅原自転車店
サイクルスポット 池上店
㈲勝股商会
じてんしゃ屋はすぬま
渡辺サイクル商会
サイクルショップ ヒラヤマ
勝岡商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 仲六郷店
肥田自転車店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟオギヤマ 東馬込店
㈱オギヤマサイクル
飯合輪業
ヤイタサイクル
東出商会
京浜輪業㈲
㈱竹山商会 東糀谷店
セオサイクル 南蒲田店
長久保サイクル
サイクルスポット 雪が谷大塚店
サイクルオリンピック 長原店
㈲安藤オート商会
惠幸輪業商会
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰすぎやま 萩中店
サイクルオリンピック 萩中店
ドン・キホーテ BIG FUN 平和島店
TOMBO CYCLE
㈲丸福モーターサイクル
伴輪業商会
樫原輪業商会
イオンバイク 御嶽山駅前店
㈲川見屋輪業
野澤輪業商会
関口車販株式会社
東洋物産輪業
ドン・キホーテ 銀座本館
サイクルショップ ルナ
㈲小川自転車商会
サクラ 勝どき店
平和自動車㈱
㈱小林商会
バイシクルセオ 晴海トリトン店
㈲竹田輪業
難波輪業
㈲関屋モータース
曽根輪業

住所
大田区西糀谷３－４０－８ﾄﾞﾐｰﾙ西糀谷1F
大田区西糀谷４－３－７
大田区多摩川１－１０－１０
大田区大森西５－１－１７
大田区大森西６－１３－８
大田区大森中１－１７－２７
大田区大森中２－１６－１
大田区大森中３－５－１３
大田区大森東２－４－１３
大田区大森東４－１０－７
大田区大森東４－１６－２
大田区大森東５－９－６
大田区大森南２－２－３
大田区大森南２－７－６
大田区大森北１－１６－２０
大田区大森北２－１０－６
大田区大森北２－１３－１
大田区大森北２－４－９
大田区大森本町２－７－２２
大田区池上６－２－２１
大田区池上７－１－１
大田区中央４－３３－２
大田区中央６－３０－４
大田区仲池上２－１７－１
大田区仲六郷１－１３－１３
大田区仲六郷２－４５－６
大田区仲六郷３－２８－４
大田区田園調布１－２５－１１
大田区東馬込２－１９－９
大田区東馬込２－１９－９-2F
大田区東馬込２－８－３
大田区東矢口２－１７－１２
大田区東六郷３－１３－１３
大田区東六郷３－４－１０
大田区東糀谷３－５－１３
大田区南蒲田２－８－４
大田区南久が原２－１－１８
大田区南雪谷２－１９－１
大田区南千束１－３－１洗足ﾐﾅﾐﾌﾟﾗｻﾞ
大田区南千束２－２９－５
大田区南六郷１－１２－１
大田区萩中２－５－１３
大田区萩中２－７－７ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ101
大田区平和島１－１－１
大田区北千束１－２９－１
大田区北千束１－４０－３
大田区北千束１－６９－４
大田区北千束３－２６－１４
大田区北嶺町３６－１４
大田区北糀谷１－１１－６
大田区矢口１－１５－６
中央区京橋１－８－８
中央区銀座１－２１－１７
中央区銀座８－１０銀座ﾅｲﾝ３号館
中央区月島１－２０－１０
中央区月島３－１３－７
中央区勝どき４－１３－４-1FSAKULA
中央区新川２－２６－１１
中央区新川２－６－１
中央区晴海１－８－１晴海ﾄﾘﾄﾝ内ﾄﾖﾍﾟｯﾄ棟1F
中央区築地２－１１－２
中央区築地４－３－７岡安ﾋﾞﾙ1F
中央区築地６－１１－５
中央区築地６－１６－５

電話番号
03-3742-2460
03-3742-2947
03-3750-3418
03-3764-8924
03-3761-4641
03-5767-5895
03-3761-8854
03-3761-7151
03-3761-2416
03-3766-8849
03-3761-1413
03-3298-3889
03-3741-7631
03-3744-8135
03-3768-2151
03-3761-6265
03-5762-0111
03-3761-3869
03-3761-7312
03-3751-7543
03-6410-5397
03-3771-2855
03-5700-5233
03-3752-3355
03-3739-5476
03-3731-7611
03-5713-9298
03-3721-5955
03-3771-5919
03-3776-3777
03-3771-2279
03-3758-0490
03-3731-6852
03-3735-0251
03-5705-6343
03-3739-1284
03-3751-4772
03-5754-5098
03-3728-5801
03-3727-3992
03-3735-7746
03-3741-1818
03-5735-0711
03-5753-1811
03-6421-2380
03-3717-1758
03-3717-9404
03-3720-1401
03-3729-1617
03-3741-1762
03-3757-0006
03-3564-0088
03-3538-7618
03-6215-9688
03-3536-5323
03-3531-0507
03-6221-2275
03-3552-8586
03-3551-9980
03-5144-8254
03-3541-6354
03-3541-6665
03-3541-8922
03-3541-9228

店名
自転車や りんりん佃島店
自転車修理 CT
小笠原輪業
㈲石田商店
㈲松山自転車店
キジマ輪業
肥沼サイクル
サンセット サイクラリー
グリーンサイクル
㈲自転車ドーム鷺ノ宮
ウスイサイクル
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 鷺宮店
関口輪業
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 東中野店
㈲小松屋斉藤輪店
BICYCLE SHOP POINT
サイクルスポット 中野店
岩崎輪業
サイクルショップ フジモト
サイクルショップ シノザキ
関川輪業
サイクルスポット 中野坂上店
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 新中野店
タキタモータース上町
サクラ 中野店
セオサイクル 中野店
スズキ輪業
小林サイクル
原サイクル
サイクルピット村田
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 中野南台店
小西自転車店
大木輪業
安達輪店
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 野方店
サイクルスポット 野方店
バイシクルショップ TRACKS
小林輪業
山口サイクル
町田サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰセキチュー 鶴川店
サイクルショップすぎた
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 町田金森店
小町谷輪業
サイクルスポット 町田店
㈲サイクルショップ イトイ
ビックカメラｱｳﾄﾚｯﾄ 町田店
㈲小池輪業
カインズホーム 町田多摩境店
イオンバイク 多摩境店
ミスターマックス 町田多摩境店
古内オート自転車商会
ファミリーサイクルさとう
㈲スギイサイクル
サイクル工房成瀬台
落合サイクル
横山サイクル
㈲大和工業
鈴木自転車商会
サイクルショップ カワイ
㈲鶴川サイクル
清水自転車商会
渡辺自転車店
サイクルセンター ニシヤマ

住所
中央区佃２－２２－３-1F
中央区日本橋蛎殻町１－８－１栄楽ビル1F
中央区日本橋大伝馬町４－１
中央区日本橋本町１－５－２
中央区湊２－３－４
中野区丸山２－３－８
中野区江原町２－２７－５
中野区江原町２－３－１０
中野区江古田４－３０－１７
中野区鷺宮２－４－３
中野区鷺宮３－１９－６
中野区鷺宮３－３２－１
中野区沼袋３－２８－９
中野区上高田１－２－５１
中野区上高田２－５３－１０
中野区上鷺宮１－２－１４ｼｬﾄｰ上鷺1F-B
中野区新井１－１２－１１
中野区新井１－４１－１３
中野区新井２－３０－４
中野区新井３－３２－４
中野区大和町４－１１－１８
中野区中央1-40-8
中野区中央３－４２－５
中野区中央４－１１－１６
中野区中央４－６１－４ﾌｫﾙﾄｩｰﾅ中野1F
中野区中央５－３８－１０
中野区中野３－１９－３
中野区中野３－３１－７
中野区中野５－６－１１
中野区東中野４－１０－５
中野区南台２－２９－３
中野区南台３－４２－６
中野区本町６－１３－１
中野区本町６－１４－２
中野区野方５－１９－１２
中野区野方６－１７－５
中野区弥生町２－３１－１８蒼苑ﾋﾞﾙ
中野区弥生町３－２６－５
中野区弥生町３－３－１
町田市旭町３－２０－１ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ101
町田市金井町１５５６
町田市金森２－２１－２８
町田市金森２－２２－１９
町田市金森東３－１４－１７
町田市原町田５－４－３
町田市原町田６－７－１６
町田市原町田６－７－８Tip's町田ﾋﾞﾙ
町田市根岸２－２５－２８
町田市小山ケ丘３－６－６
町田市小山ケ丘４－５－２ｺﾋﾟｵ多摩境内
町田市小山ケ丘６－１－１０
町田市小川１８１２
町田市小川１－８－２１
町田市森野１－３６－１０
町田市成瀬台２－１－７
町田市相原町４１５－１５
町田市大蔵町２２２４
町田市忠生２－３１－６
町田市忠生４－８－４
町田市鶴間５３６－４
町田市鶴川２－１４－２８
町田市南大谷２３５－１
町田市本町田２３４２－８
町田市本町田２５２８公社住宅ﾊ15-104

電話番号
03-3531-7922
03-3669-7123
03-3661-2544
03-3241-4993
03-3551-3860
03-3330-1003
03-3953-2728
03-5996-5465
03-3387-9879
03-3336-8113
03-3338-0793
03-3310-0032
03-3386-3517
03-5389-7125
03-3386-1628
03-5933-9953
03-3387-5553
03-3386-4024
03-3386-2551
03-3385-1712
03-3337-6863
03-5348-8415
03-3384-2666
03-3380-3630
03-6382-6004
03-6304-8819
03-3381-5797
03-3383-3617
03-3387-0117
03-3369-7755
03-3380-7228
03-3382-0749
03-3380-7601
03-3381-4637
03-5373-6263
03-5327-5863
03-6382-5278
03-3372-5587
03-3372-6530
042-725-2280
042-862-0330
0427-28-5630
042-739-3605
042-796-6555
042-709-3952
042-725-1101
042-710-1111
042-791-1846
042-798-1555
042-774-3325
042-775-2311
042-795-1789
042-796-6116
042-722-7034
042-721-8581
042-772-2080
042-735-3196
042-793-4091
042-791-1731
042-795-0170
042-735-2496
042-726-0292
042-793-2638
042-792-7698

店名
サイクルセンター スズキ
㈲共輪社
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 町田木曽店
ウインディ
神金自転車商会
㈲越国屋
サイクルセンターキリン商会
深澤輪業
セオサイクル 調布国領店
イトーヨーカドー 国領店
ローカルピット
㈲サイクルプラザ コバヤシ
サイクルセンターすぎの
サイクルスポット つつじヶ丘店
とみざわサイクル
ル・サイク 仙川店
ＷＩＮＧ ＰＡＷ ＳＥＮＧＡＷＡ
井上自転車店
ＤＣＭくろがねや 調布店
石坂輪業
㈲正輪社
鈴木輪業
加藤輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 調布店
村上自転車店
㈱サイクルショップ タテノ
みどりがおかサイクル星野
山口自転車店
㈲サイクルオート スズキ
貫井輪店
久留米輪業
貫井自転車店
サンキューサイクル
新青梅スズキサイクル
ドイト 東久留米店
滝山スズキサイクル
松井サイクル
貫井サイクル
イオンバイク 東久留米北口店
イオンバイク 東久留米店
㈲キヨミヤ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東久留米店
サイクルスポット 東久留米店
イトーヨーカドー 東久留米店
あぼサイクル商会
サイクルセンター トウマ
CYCLE SHOP YOUWA
Ｊマート 久米川店
仲輪業
じてんしゃの店とうま
コニーサイクル
サイクルショップかわしま
㈲秋津輪業
三協輪業
三英商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東村山店
㈲ディオス
ナカジマサイクル
サイクルスポット 東村山店
ＭＣＳ東村山
サイクルショップ ワタナベ
サワムラ サイクル
サイクルショップ ササジマ
ヤサカ 東大和店

住所
町田市本町田９２０－７
町田市木曽町１２２
町田市木曽東４－２－１２
町田市木曽東４－２１－６
調布市菊野台１－２０－５
調布市菊野台１－４９－４６
調布市国領町１－４６－１６
調布市国領町４－４６－２
調布市国領町８－１－１１ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ国領1F
調布市国領町８－２－６４
調布市佐須町２－１－６
調布市小島町１－２５－１
調布市深大寺東町６－３９－１５
調布市西つつじケ丘３－２９－１
調布市西つつじケ丘３－３０－９
調布市仙川町１－５０－２
調布市仙川町３－１０－４ﾌﾞﾗﾝﾀﾆｴ仙川1F
調布市染地３－１－１３０多摩川住宅3-101
調布市多摩川１－９－２
調布市多摩川３－３３－３
調布市調布ケ丘３－２２－１
調布市東つつじケ丘３－４９－１２
調布市富士見町３－２６－３１
調布市布田１－６－１
調布市布田２－２０－１５
調布市布田４－２４－２
調布市緑ケ丘１－４－２８
東久留米市下里１－９－１３
東久留米市下里３－１１－１７
東久留米市金山町２－８－２３
東久留米市幸町３－７－９
東久留米市新川町１－７－６
東久留米市神宝町２－１４－２５
東久留米市前沢５－７－５
東久留米市滝山４－１１－２
東久留米市滝山５－１－１８ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ1F
東久留米市中央町１－１８－２０
東久留米市東本町１４－１５
東久留米市東本町６－１１ｻﾆｰﾊﾟﾚｽ久留米1F
東久留米市南沢５－１７－６２
東久留米市南町１－２－３
東久留米市南町２－５－１５
東久留米市本町３－１－１
東久留米市本町３－８－１
東久留米市本町４－１７－１２
東村山市栄町２－４－１３
東村山市栄町３－１０－２
東村山市恩多町２－２８
東村山市恩多町３－２９－３
東村山市恩多町３－７－２６
東村山市秋津町２－３１－２４
東村山市秋津町５－２４－１
東村山市秋津町５－８－２
東村山市青葉町２－２８－７
東村山市萩山町１－４－４
東村山市美住町２－２－１
東村山市富士見町３－１３－１７
東村山市本町２－１２－２
東村山市本町２－２１－１
東村山市本町２－２４－４３
東村山市本町２－６－１８
東村山市本町４－２－２５
東村山市野口町２－１－１４
東大和市向原６－１４１３－６

電話番号
042-726-3310
042-726-3232
042-710-1584
042-793-5755
042-483-7531
042-483-8833
042-482-2322
042-482-6809
042-442-8839
03-3430-2111
050-3384-8473
042-482-3476
042-487-2626
042-443-0152
042-482-5724
03-5314-1758
3326-9811
042-442-2535
042-499-0191
042-482-5211
042-483-1216
03-3309-6684
042-482-3829
042-490-9223
042-482-3170
042-487-0210
03-3309-3221
042-471-1534
042-473-9234
042-474-1200
042-471-0522
042-471-0103
042-471-5539
042-471-6534
042-476-5531
042-473-3965
042-471-6686
042-471-1580
042-477-9677
042-460-7300
042-466-0400
0424-51-9370
042-479-2615
042-474-3311
042-471-5323
042-391-0768
0423-91-1200
042-394-6724
042-391-0545
042-391-2345
042-394-3837
042-393-4866
042-391-8135
042-392-3045
042-341-0905
042-390-5660
042-391-3941
042-395-6070
042-398-7756
042-393-9199
042-395-3932
042-393-5817
042-391-0023
042-565-1411

店名
イトーヨーカドー 東大和店
サイクルショップ サイトウ
Pokito a Poko
DAIWA CYCLE 東大和店
小槫自転車店
十文字サイクル
旭が丘サイクルファーム
サイクルショップ シノ
ヤサカ 高幡店
㈲ツルオカ
㈲日野サイクル
白輪サイクル
㈱阿川サイクルセンター
猪鼻輪業
サイクルスポット 日野バイパス店
DCMホーマック 八王子みなみ野店
サイクルショップめじろ台
DAIWA CYCLE 八王子店
ビックカメラ JR八王子駅店
㈱レジャーハウス ミヤザキ
馬込自転車店
㈲鈴木商会
関口商会
いずみサイクル
石川輪業
ナミキサイクル
㈲市川商会
㈲伊藤自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南大沢店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南大沢ｷｯｽﾞ館
原サイクル
須崎輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 八王子大和田店
福サイクル
サイクルショップ甲の原
サイクルショップあさひな
ノザキ自転車商会
スーパーバリュー 八王子高尾店
さいくるさあびすＮO.１

住所
東大和市桜が丘２－１４２－１
東大和市上北台１－９０２－１７８
東大和市清水１－７５１
東大和市中央２－５５６－１
東大和市南街２－１１１－４
東大和市南街２－７９－１３
日野市旭が丘５－１５－２２
日野市栄町２－１－３９
日野市三沢１－１８－４
日野市多摩平１－４－９
日野市多摩平６－３４－１
日野市南平４－３９－４
日野市日野１５３２
日野市日野本町２－１６－３０
日野市万願寺５－１４－２
八王子市みなみ野１－３－１
八王子市めじろ台１－３－１
八王子市めじろ台２－６６－５
八王子市旭町１－１７
八王子市横山町１９－２
八王子市横川町３
八王子市下柚木２－５－１２
八王子市加住町１－１７７
八王子市叶谷町１０９８
八王子市暁町１－４－１３
八王子市元八王子町３－２７５０－９５４
八王子市四谷町８６３
八王子市子安町１－２－３
八王子市松木２９－４
八王子市松木６３－７
八王子市石川町２９６６－２
八王子市川口町２５８７
八王子市大和田町２－１５－１３
八王子市大和田町２－３－１３
八王子市中野町２１５６－４
八王子市長房町３７４－１２
八王子市追分町９－９
八王子市東浅川町５４６－２０
八王子市楢原町１１５２－１６
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｯﾄ&ﾙ･ｻｲｸ ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店 八王子市南大沢２－２８－１
山形屋商会
八王子市八木町４－４
サイクルワークス マツザキ
八王子市並木町２０－１
自転車のヒロセ
八王子市万町４７－１０
RUSTIC K8
八王子市明神町４－２－１８高野ﾋﾞﾙ102
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ めじろ台店
八王子市椚田町５２９－７
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 板橋熊野町店
板橋区熊野町１１－５
㈱森田商会
板橋区熊野町４３－８
Ｍサイクル
板橋区高島平１－５４－１
㈱エスペラント
板橋区高島平２－３３－１－１０１ﾋﾟｰｺｯｸ内
サイクルショップ エプソム
板橋区高島平８－１７－９
サイクルパートナー 志村坂下店
板橋区坂下１－１－２
小髙商会
板橋区坂下２－３３－７
サイクルパートナー 上板橋店
板橋区桜川３－１３－１２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 板橋四葉店
板橋区四葉２－３－２
サイクルショップ イワサキ
板橋区志村１－１－７
サイクルショップ ヤナギヤ
板橋区志村１－３４－２２
ベルクスモール 浮間舟渡店
板橋区舟渡１－６－２２
サイクルスポット 志村坂上店
板橋区小豆沢２－１７－７
ビバホーム 板橋小豆沢店
板橋区小豆沢３－９－４
クラフトハウス
板橋区小茂根１－１５－９ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ１Ｆ
㈲鈴木自転車商会
板橋区上板橋１－２０－４
林 輪業社
板橋区常盤台１－３６－１７
サイクルショップ玉野
板橋区常盤台３－１６－１３
㈲マルミヤモータース
板橋区常盤台４－２１－１１

電話番号
042-562-5111
042-843-6656
042-569-8460
042-563-8678
042-561-0722
042-561-3816
042-587-8232
042-585-1371
042-592-0717
042-581-1361
042-581-0677
042-592-0239
042-581-0043
042-581-2580
042-589-0557
042-632-6868
0426-64-3268
042-668-9138
042-646-1111
0462-42-5253
0426-22-6722
042-676-8644
042-691-1592
042-626-2858
042-622-4955
042-664-0993
042-622-6551
042-642-1760
042-670-2906
042-653-3567
042-642-4369
042-654-3607
042-631-3155
042-646-2914
042-624-0046
042-663-0088
0426-22-4445
042-673-5022
042-627-2857
042-682-4041
042-623-5011
042-661-6406
0426-23-6939
042-649-9477
042-668-8218
03-5917-3931
03-3973-2462
03-3937-0013
03-3937-3863
03-3935-2303
03-5916-3334
03-3965-2581
03-6906-4848
03-5904-5060
03-3966-3865
03-3960-4002
03-6454-5522
03-5914-0951
03-5914-0411
03-5966-3804
03-3933-1695
03-3960-2703
03-3960-1016
03-3933-2377

店名
イトーヨーカドー 上板橋店
ダイエー 成増店
ちゃりんこくらぶ
巴自転車店
セオサイクル 下赤塚店
榎本自転車店
中島自転車商会
曽根自転車商会
ビバホーム 板橋前野店
イオンスタイル 板橋前野町
曽根田輪業
㈱共栄商会
榎本サービス商会
サイクルオリンピック 大山店
オグマサイクル
㈲昇林社 林サイクル
㈲二乗サイクル
サイクルショップ D8
阿部商会
サイクルスポット 仲宿店
ソシオコーポレーション㈱
サイクルオリンピック 志村坂下店
サイクルスポット ときわ台店
サイクルパートナー 東武練馬店
イオンバイク 板橋店
竹内自転車店
曽根サイクル商会
㈲中心商会
小松商会
サイクルハウス ヒロ
ダイエー 西台店
㈲ナラオカﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ
サイクルスポット 武蔵小山電動館
サイクルスポット 武蔵小山店
㈲光風輪業商会
堀江サイクル商会
セオサイクル 戸越店
㈲宮城モータース
DCMホーマック 大井競馬場前店
㈱小野塚商会
㈲竜田自転車五反田
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 五反田TOC店
横島サイクル商会
(福)品川社会福祉協議会 ふれあい作業所西品川

西林自転車店
イトーヨーカドー 大井町店
オザワサイクル
サイクルスポット 大井町店
㈲渡辺サイクル商会
田島輪業
タネダモーターサイクル
サイクルスポット 荏原町店
佐藤輪業
セオサイクル 鮫洲店
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟオギヤマ 大井町店
イオンバイク 品川シーサイド店
㈲大塚自転車店
松原商会
ニューホンダ販売㈲
井川自転車店
佐野サイクル
石川サイクル
小林商会
スーパーバリュー 品川八潮店

住所
板橋区常盤台４－２６－１
板橋区成増２－２１－２
板橋区成増４－３３－１１
板橋区清水町２２－３
板橋区赤塚２－７－６－１０５
板橋区赤塚３－９－１１
板橋区赤塚６－４０－１３
板橋区前野町１－１１－５
板橋区前野町３－３７－１８
板橋区前野町４－２１－２２
板橋区大山金井町２－４
板橋区大山西町５４－１１
板橋区大山町１９－１
板橋区大山町９－９
板橋区大山東町３８－６
板橋区大山東町５５－６
板橋区大谷口北町８４－３
板橋区大和町２３－３
板橋区中板橋５－２
板橋区仲宿４８－６
板橋区東坂下１－１２－１３
板橋区東坂下２－１２－８
板橋区東山町１３－１５
板橋区徳丸１－７－１２
板橋区徳丸２－６－１
板橋区板橋３－１２－３
板橋区本町１１－３
板橋区弥生町４４－４
板橋区蓮根２－１８－２０
板橋区蓮根２－３０－９
板橋区蓮根３－８－１２
板橋区蓮沼町５－５
品川区荏原２－１７－１４
品川区荏原２－１８－７
品川区荏原４－６－４
品川区戸越１－２７－４
品川区戸越４－６－１０
品川区戸越６－２０－９
品川区勝島１－６－１６ 1F
品川区西五反田３－９－１４
品川区西五反田６－２３－８
品川区西五反田７－２２－１７TOCﾋﾞﾙ1F
品川区西大井２－２２－２
品川区西品川１－２８－３
品川区西品川３－９－１４
品川区大井１－３－６
品川区大井３－２３－１０
品川区大井４－１３－１７
品川区大井５－５－１７
品川区中延１－２－６
品川区中延３－１３－１５
品川区中延５－６－１９
品川区中延６－１－２３
品川区東大井４－５－８
品川区東大井５－９－１０ｴｽﾃｲﾒｿﾞﾝ大井仙台坂1F
品川区東品川４－１２－６ｻｲﾄﾞﾌｫﾚｽﾄｵｰﾊﾞﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ内

品川区南大井４－１０－４
品川区南大井５－１０－６
品川区南大井６－２－８
品川区南品川２－１２－５
品川区南品川３－５－９
品川区南品川５－１１－４３
品川区南品川６－７－２２
品川区八潮５－５－３ﾊﾟﾄﾘｱ品川店内

電話番号
03-3936-4411
03-5997-1147
03-3975-9017
03-3961-8667
03-6904-1017
03-3930-7523
03-3930-2336
03-3960-1451
03-5914-3411
03-5916-8080
03-3956-0539
03-3956-2515
03-3956-3748
03-5964-5657
03-3961-9110
03-3961-6918
03-3956-0910
03-5944-2487
03-3961-8950
03-6905-2391
03-5916-6977
03-5915-1301
03-5926-7951
03-5945-0056
03-5398-3131
03-3961-8104
03-3961-6381
03-3956-3468
03-3966-6294
03-3969-4548
03-3965-1751
03-3960-2944
03-5749-3452
03-5749-5065
03-3783-7881
03-3491-4740
03-6426-9609
03-3781-2036
03-5767-7631
03-3491-3966
03-3492-2983
03-5719-5255
03-3778-3196
03-3787-5750
03-3491-1476
03-3777-6611
03-3772-0872
03-5709-7950
03-3777-0921
03-3781-7966
03-3785-1294
03-5749-5733
03-3781-1434
03-6433-3263
03-6433-1981
03-5460-8775
03-3761-6415
03-3768-4936
03-3761-8232
03-3471-8714
03-3471-1697
03-3474-1280
03-3471-0475
03-6412-9898

店名
大久保モーターサイクル
本間自転車店
鈴木サイクル商会
NOiS BIKE
サイクルワタナベ
とらや輪業
ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞダイシャリン 府中店
サイクルスポット 府中店
レイドバック バイシクル
サイクルショップ フジイ
ヒバラサイクル 府中店
サイクルショップ エイト
カナイサイクル
High & Wide
小池サイクル
髙野自転車店
㈲藤岡商店
上原自転車店
サイクルショップ セキ
関輪店
サイクル スタンド
髙篠輪業
サイクルオリンピック 府中店
松村輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 府中店
イオンバイク むさし村山店
㈲サイクルショップ美博商会
サイクルショップ タカオ
多摩サイクル 武蔵村山店
中田輪業
サイクルショップごとう
セオサイクル 吉祥寺店
サイクルスポット 吉祥寺店
(資)サイクルショップ サイトウ
Tool Box
沢田自転車店
CWS吉祥寺
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ吉祥寺
サイクルシティー マツモト
㈲中山輪業社
石村輪業
㈲渡辺自転車店
サイクルセンター エノモト
ムサシノサイクルセンター
田崎サイクル
イトーヨーカドー 武蔵境店
サイクルプラザさくらい
サイクルショップ小林
サイクルスポット 吉祥寺駅前店
CYCLE BOX PONA ミツイ
サイクルスポーツ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 三鷹北口店

住所
品川区豊町１－１３－１３
品川区豊町６－９－１３
品川区北品川２－９－１１
府中市栄町２－１１－３７
府中市押立町１－１６－４
府中市押立町２－２５－２４
府中市宮西町２－８－６湊屋ﾋﾞﾙ1階
府中市宮町１－９－８
府中市若松町１－２１－２
府中市寿町１－２－７藤井ﾏﾝｼｮﾝ1F
府中市新町１－５８－５
府中市新町３－２５－１０
府中市是政１－４１－４１
府中市晴見町３－１６－２-1F
府中市西府町３－８－３９
府中市南町２－２１－８
府中市白糸台２－５－２
府中市白糸台６－６－１
府中市府中町２－２１－１０
府中市府中町２－２１－７
府中市府中町３－２－８
府中市分梅町３－３－６
府中市本宿町１－４４－７
府中市本宿町２－５－３
府中市本宿町４－３０－３
武蔵村山市榎１－１－３
武蔵村山市学園３－５０－５
武蔵村山市学園３－６４－６
武蔵村山市緑ケ丘１４６０－５０－５３
武蔵野市関前３－１９－８
武蔵野市関前４－５－１０
武蔵野市吉祥寺東町２－１－２ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｴﾙｳﾞｪ101号

武蔵野市吉祥寺東町２－７－６
武蔵野市吉祥寺南町３－２４－３
武蔵野市吉祥寺北町１－３０－１ｼﾓｺｼﾊｲﾂ1F
武蔵野市吉祥寺北町１－９－２
武蔵野市吉祥寺本町１－１１－１９東興ﾋﾞﾙ1F
武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１
武蔵野市吉祥寺本町１－３６－９
武蔵野市吉祥寺本町２－２５－７
武蔵野市吉祥寺本町３－７－１５
武蔵野市境２－２－３渡辺ﾋﾞﾙ101
武蔵野市境３－１７－１
武蔵野市境４－１－１２
武蔵野市境南町２－２６－６
武蔵野市境南町２－３－６
武蔵野市境南町３－１８－１１
武蔵野市境南町５－４－１７
武蔵野市御殿山１－１－２
武蔵野市桜堤３－１－６
武蔵野市西久保１－３－４
武蔵野市西久保２－２－１６
ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾀﾞｲｼｬﾘﾝ 武蔵野・西久保店 武蔵野市西久保２－２７－２３
サイクルスポット 三鷹店
武蔵野市西久保２－６－２
サイクルハウス イシダ
武蔵野市中町２－１４－１２
YSP福生東
福生市加美平１－２６－５
ヤサカ 福生店
福生市加美平２－４－１
谷津田輪業
福生市熊川９４０－１４
㈲サイクルメイト カミヤ
福生市志茂１７９
サイクルラボ ８８２３ (はやぶさ)
福生市福生１１１０
遊輪館
福生市福生６６０－５
サイクルベースうちだ 福生本店
福生市本町７２
古賀サイクル
文京区根津２－１４－７
サイクルスポット 後楽園店
文京区小石川２－２５－１３

電話番号
03-3783-1302
03-3782-5088
03-3471-3323
042-368-3777
042-361-9333
042-369-1773
042-400-5137
042-368-8635
042-363-7764
042-362-9355
042-365-4769
042-368-1738
042-361-6201
042-201-7848
042-360-2538
042-364-4352
0423-61-3383
042-361-3476
042-361-3675
042-361-3835
042-364-4494
042-360-3362
042-358-2736
042-361-2571
042-352-3577
042-516-0300
042-564-5130
042-564-0439
042-562-0272
0422-54-6444
042-254-8366
0422-23-8780
0422-29-7048
0422-43-5831
0422-90-2406
0422-22-2412
0422-28-7787
0422-29-1010
0422-22-8665
0422-22-4515
042-222-8597
0422-51-6005
042-252-4754
042-253-3390
0422-31-0351
0422-31-2111
0422-31-0704
0422-31-8330
0422-40-5255
0422-52-9885
0422-55-6248
0422-52-8820
0422-56-8920
0422-50-1667
0422-52-2384
042-551-6797
042-552-2361
042-551-3409
042-551-0430
042-513-0825
042-553-6521
042-551-0314
03-3821-4762
03-5840-8260

店名
サイクルオリンピック 白山店
徳田輪業
㈲吉江商会
㈲常盤モータース
サイクルスポット 湯島店
ちゃりんこハウス
ドンキホーテ 後楽園店
㈱キリン商会
大畑サイクルサービス
サイクルスポット 千石店
藤野商会
ライフサイクル プレイス
加藤モータース
英輪社
オニノコ輪業
㈲久保木サイクル
酒井商店
㈲坂井輪業
㈲田島商会
ダイシャリン 巣鴨店
サイクルハウス AIBA
鈴木輪業
岩田輪業
茂野輪業
㈱小林輪店
D.Sﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃPAW 北池袋店
玉井モーターサイクル
サイクルスポット 椎名町店
田島商会
ビックカメラ 池袋本店
サイクルショップてづか
㈲櫻井輪業
サイクルスポット 大塚店
ＣＷＳ池袋
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南長崎店
マツダサイクル
山岸モータース
サイクルスポット 大塚北口店
ダイシャリン 池袋店
飯箸自転車商店
小崎サイクル商会
サクラ 千川店
サイクルスポット 千川店
サイクルスポット 王子店
サイクルショップ ナガイ
NeXT-Bike 王子店
サイクルセンター ニシヤマ
濱野自転車店
㈲王子輪業
サイクルパートナー 赤羽店
菅野モータース
㈱シゲオー
㈱玉越工業
島野輪業
野中自転車店
タカダ商会
イオン 赤羽北本通り店
イオンバイク 赤羽店
サイクルスポット 赤羽店
セオサイクル 赤羽店
イトーヨーカドー 赤羽店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北赤羽店
㈲幸輪業商会
中澤商会

住所
文京区西片１－１７－１１大和ﾋﾞﾙ
文京区千石４－４４－８
文京区千駄木２－３１－６
文京区千駄木３－２５－６
文京区湯島３－３４－６
文京区白山５－５－４
文京区本郷１－３３－９
文京区本郷４－３－３
文京区本駒込１－７－１１
文京区本駒込２－２９－１４
文京区本駒込５－１－２
文京区本駒込５－４７－４
文京区目白台３－２５－１２
豊島区高田２－１０－９
豊島区雑司が谷３－９－１０
豊島区上池袋２－４０－１４
豊島区西巣鴨１－１１－３
豊島区千早１－１５－１３
豊島区千早４－２６－１１
豊島区巣鴨１-１４-３
豊島区巣鴨１－２－３
豊島区巣鴨２－１１－３
豊島区巣鴨４－４４－１－１０１
豊島区池袋３－６９－７
豊島区池袋４－３６－５
豊島区池袋本町２－７－５
豊島区池袋本町４－２５－８
豊島区長崎１－１８－１１
豊島区長崎４－２８－２
豊島区東池袋１－４１－５
豊島区東池袋４－８－８-1F
豊島区南大塚２－２５－１２
豊島区南大塚２－３５－８
豊島区南池袋１－２８－１西武百貨店8F
豊島区南長崎５－１－１０
豊島区南長崎５－１６－６
豊島区北大塚２－１３－３
豊島区北大塚２－１８－８
豊島区要町１－２４－５
豊島区要町１－７－１
豊島区要町２－１０－７
豊島区要町３－２２－８
豊島区要町３－３２－２
北区王子２－２６－２
北区王子２－３１－３
北区王子３－１９－１ｽｷｰﾑ王子ﾋﾞﾙ1F
北区王子５－２－２－１１２
北区王子本町２－８－６
北区王子本町３－６－１
北区志茂２－４９－４
北区十条仲原３－１－３
北区昭和町１－７－８
北区昭和町２－１４－１０
北区上十条２－２１－２
北区上十条３－１４－３
北区神谷１－１７－１
北区神谷３－１２－１
北区赤羽２－３－８ﾀﾞｲｴｰ赤羽店別館1F
北区赤羽２－４９－３
北区赤羽西１－１－５
北区赤羽西１－７－１
北区赤羽北２－２４－３
北区中十条１－１１－２
北区中十条２－１２－９

電話番号
03-3813-9121
03-3941-4941
03-3821-5018
03-3821-1784
03-5817-4925
03-3814-1007
03-5803-2411
03-3811-2594
03-3941-7963
03-6902-9711
03-3941-0769
03-5685-2551
03-3941-9306
03-3983-6884
03-6907-3699
03-3916-2063
03-3917-0768
03-3957-4315
03-3957-6405
03-5981-9391
03-3941-8245
03-3918-1302
03-3918-1374
03-3983-1207
03-3982-1541
03-5979-6211
03-3983-4944
03-5917-3953
03-3957-5125
03-5396-1111
03-3971-7493
03-3941-3578
03-5940-7582
03-5949-5940
03-5988-0425
03-3951-8386
03-3917-3984
03-5961-5025
03-3974-7291
03-3957-0398
03-3957-0693
03-3972-3411
03-5917-3826
03-5902-5095
03-3913-1339
03-5959-6710
03-3914-9125
03-3907-1498
03-3909-7337
03-3902-5881
03-3909-7089
03-3800-9805
03-3800-0430
03-3900-8904
03-3908-6403
03-3911-0058
03-3901-9111
03-3901-0701
03-5939-9605
03-5948-9680
03-3905-5111
03-5963-4551
03-3908-0787
03-3908-1660

店名
自転車のNeXT 駒込店
小菅モータース
ＴＥＡＭ：Ｃ．Ｃ．Ｙ
エコチャリ 東十条店
井藤自転車商会
稲垣自転車店
イマコシ 北店
若林自転車商会
コスゲ モーターサイクル
サイクルショップ イイヤマ
山田輪業商会
cycle shop TRUE BLUE
イトーヨーカドー 曳舟店
吉田モーターサイクル店
自転車や りんりん曳舟店
サイキ自転車店
㈲寺島モーター
㈲大島堅輪社
㈲萩原モータース
自転車や りんりん吾妻橋店
じてんしゃ雑貨店 千輪

住所
北区中里２－１７－３-1F
北区田端６－６－２
北区東十条２－１４－１９
北区東十条３－１０－１５東十条ｻﾝﾊｲﾂD棟106
北区東十条４－６－１６
北区東十条６－７－７
北区豊島５－４－１－１２０
北区豊島７－５－８
墨田区押上１－４５－３
墨田区押上３－５０－１１
墨田区横川３－１２－２０
墨田区亀沢２－２０－１０
墨田区京島１－２－１
墨田区京島１－３０－１２
墨田区京島１－３８－１－１１０
墨田区京島２－２４－６
墨田区京島２－９－９
墨田区京島３－１０－１
墨田区吾妻橋２－４－１２
墨田区吾妻橋３－６－１５
墨田区向島５－５０－３鈴木荘1F
17BICYCLE ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ 12SO ｼﾞｭｰﾆｿｰ 墨田区石原２－１７－１０
１７バイシクル
墨田区石原２－１７－１０－１０２
白井モータース
墨田区石原４－１０－１２
サイクルショップ ウイングフット
墨田区石原４－２５－１６-101号
サイクルスポット 錦糸町店
墨田区太平３－１１－１０
ダイシャリン 錦糸町店
墨田区太平４－６－１７ｼｭｸﾞﾗﾝほり川103
田中サイクル
墨田区堤通２－３－１２
㈲吉野商会
墨田区東向島１－１７－５
サイクルスポット 東向島店
墨田区東向島３－３９－１０
若林自転車店
墨田区東向島４－１６－６
齋藤モーターサイクルショップ
墨田区東向島６－３９－３
タウンドイト 東向島店
墨田区東向島６－５７－１５
㈲渡辺自転車店
墨田区八広２－１５－１９
田口サイクル
墨田区八広２－５４－７
花輪モーターサイクル
墨田区八広４－１５－３
サイクルオリンピック 墨田文花店 墨田区文花１－３１－９
石井サイクル
墨田区墨田３－３４－２
４０cycle
墨田区墨田３－６－１６
モトガレージオカダ
墨田区墨田５－１２－１４
福田自転車店
墨田区墨田５－４１－７
モーターサイクル ササガワ
墨田区本所１－２６－８
小野モーターサイクル
墨田区本所２－１２－１３
田中輪業㈲
墨田区両国１－６－８
㈲スポーツサイクルいちかわ
墨田区両国３－１８－１
中央自動車販売㈱
墨田区緑２－３－１１
ＬＡＴＴＥＳＴ ＢＩＫＥ
目黒区下目黒２－２１－２４
ル・サイク工房
目黒区柿の木坂１－３０－１２
富山サイクル
目黒区駒場１－４４－１０
松﨑自転車店
目黒区五本木２－１１－６
サイクルスポット 学芸大学店
目黒区五本木３－１９－９
曽我自転車店
目黒区上目黒２－４９－２０
祐天寺サイクル商会
目黒区上目黒４－１２－７
ヌカヤクラシコ
目黒区青葉台１－３０－２中目黒ﾊｲﾑ1F
ドン・キホーテ 中目黒本店
目黒区青葉台２－１９－１０
㈲鷹番町 鈴木サイクル
目黒区鷹番２－１４－８
ル・サイク 都立大学店
目黒区八雲１－３－２
カワヅ商会
目黒区八雲２－５－１０
モトベロ自由が丘
目黒区八雲３－２４－９自由が丘ｷｭｰﾌﾞ1F
トリプルエー
目黒区八雲３－９－１２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 碑文谷店
目黒区碑文谷３－１９－８
ASSIST
目黒区碑文谷５－１５－１１角屋ﾋﾞﾙ1F
イオン 碑文谷店
目黒区碑文谷５－６－１
メグロサイクル
目黒区目黒１－６－２３

電話番号
03-3576-5021
03-3828-2848
03-3911-8467
03-6908-4766
03-3919-2767
03-3902-6830
03-3914-1054
03-3919-7330
03-3611-2272
03-3612-1345
03-3622-2360
03-3621-3407
03-3616-4111
03-3617-1540
03-5630-6170
03-3611-8720
03-3611-4798
03-3618-0626
03-3622-5388
03-6658-5075
03-6657-6652
03-3624-2519
03-3624-2519
03-3622-9311
03-3622-9159
03-5619-1353
03-6240-4056
03-3613-2659
03-3610-1190
03-5631-3162
03-3612-2552
03-3612-8770
03-5631-3811
03-3611-5509
03-3611-5781
03-3611-7014
03-5247-3211
03-3612-6841
03-6657-4077
080-6802-5580
03-3612-1615
03-3622-6683
03-3623-0997
03-3631-1419
03-3631-4411
03-3632-3631
03-3494-0092
03-5731-9325
03-3467-8174
03-3715-0925
03-6451-2657
03-3712-8891
03-3712-5030
03-5724-3924
03-5768-6311
03-3713-8418
03-5731-5715
03-3717-4382
03-6421-3904
03-5731-6288
03-5725-9092
03-5722-2788
03-3710-4711
03-3493-4409

店名
油面自転車
じてんしゃ屋 ＵＮＯＳＡＷＡ
サイクルスポット 西小山店
かわなべサイクル
スズキサイクル
㈲ 須﨑自転車店
あべサイクル
いのはなサイクル
サイクルショップ神山
イオンバイク 立川幸町店
ヤサカ 立川幸町店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 立川幸店
サイクルセンター シバタ
あおきサイクル
大野サイクル商会
サイクルハウス輪輪館
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 立川柴崎町店
ビックカメラ 立川店
新保サイクル商会
ル･サイク 立川店
岡本輪店

住所
目黒区目黒４－２６－７
目黒区目黒本町４－７－６
目黒区目黒本町５－７－１１
立川市羽衣町１－１９－２１
立川市羽衣町３－２３－４
立川市栄町３－２９－３
立川市栄町６－６－２６
立川市錦町２－２－２６
立川市錦町２－９－６
立川市幸町２－２９－１
立川市幸町３－１９－１
立川市幸町５－２－６
立川市高松町２－１６－１４
立川市高松町２－６－２２
立川市高松町３－２１－１
立川市柴崎町２－１２－１７
立川市柴崎町６－１９－１
立川市曙町２－１２－２
立川市曙町２－２１－５
立川市曙町２－９－８
立川市上砂町２－４３－１２
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵ･ｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ ららぽーと立川立飛店 立川市泉町９３５－１
カシワ サイクル
立川市柏町４－６６－３
中野屋自転車商会
立川市柏町４－９－５
石川輪業
立川市富士見町１－２３－７
田島商会
立川市富士見町２－１３－１６
竹内サイクル
立川市富士見町４－１－２
スズキ輪業
立川市富士見町５－１９－１８
セオサイクル 練馬旭丘店
練馬区旭丘１－１－１
㈲丸金自転車商会
練馬区旭丘１－５６－３
サイクルショップ アベ
練馬区旭町１－１５－７
ダイシャリンＷｅｂ
練馬区旭町１－２９－２
サイクランド キンリン
練馬区栄町３０－３
サイクルセンター ウチヤマ
練馬区貫井２－２７－１
セキモトサイクル
練馬区関町東２－１０－７
サイクルオリンピック 関町店
練馬区関町南１－１－４
サイクルショップ イサカ
練馬区関町南２－２０－１５
㈲加藤自転車店
練馬区関町南３－１２－３２
セオサイクル 吉祥寺青梅街道店 練馬区関町南３－６－１６
藤田輪業
練馬区関町南４－２０－１８
㈲須永輪業社
練馬区関町北４－３－９
イオン 練馬店
練馬区光が丘５－１－１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 中村橋店
練馬区向山１－１－１
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 光が丘店
練馬区高松５－６－１１
オザワサイクルショップ緑の国
練馬区高松６－３－１８
ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞおざわ 高野台支店 練馬区高野台１－２－２
伊藤自転車店
練馬区桜台１－４４－５
ゆうサイクル
練馬区桜台３－２２－１１
プロショップ タカムラ製作所
練馬区桜台５－２８－１３
サイクルスポット 平和台店
練馬区春日町２－１２－７
テルイサイクル
練馬区春日町３－１１－１４
富久屋サイクル
練馬区春日町４－３６－４
細井輪業
練馬区春日町５－２４－３
ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞダイシャリン 練馬春日町店 練馬区春日町６－６－６９
自転車屋まとい
練馬区上石神井１－１１－２７
セオサイクル 上石神井店
練馬区上石神井１－１２－１７
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟカイト 上石神井店
練馬区上石神井１－１６－７
山崎サイクル商会
練馬区上石神井３－１０－１１
サイクルショップ ミヤモト
練馬区西大泉２－２－２７
㈲サイクルセンターあいはら
練馬区西大泉５－３７－１７
オハヨー堂サイクル
練馬区石神井台６－３－１６
サイクルショップ サクライ
練馬区石神井台８－２６－５
サイクルショップ下屋敷
練馬区石神井町２－１－８
自転車屋 Tong Poo
練馬区石神井町３－３０－１９

電話番号
03-5722-3198
03-3712-9653
03-5794-5635
042-522-3495
0425-24-4844
042-536-0857
042-537-1498
042-522-3829
042-522-5610
042-537-2128
042-535-1147
042-538-7545
042-522-3888
042-522-7426
042-523-2061
042-522-8100
042-548-9617
042-548-1111
042-522-6211
042-548-6070
042-536-2732
042-512-6788
042-536-1492
042-536-2723
042-522-4917
042-522-2385
042-524-2154
042-522-6277
03-5983-7400
03-3951-5539
03-3975-1567
03-6312-2583
03-3994-0378
03-3970-1125
03-3929-2952
03-3928-2311
03-3929-5673
03-3920-1148
03-5903-3190
03-3920-4925
03-3920-3738
03-3976-7711
03-3577-8083
03-5372-7688
03-3996-7895
03-5393-3100
03-3991-1425
03-3991-0081
03-3991-3686
03-3577-9085
03-3990-1434
03-3970-5164
03-3999-6082
03-5933-9303
03-5991-1215
03-5903-8363
03-6904-7957
03-3928-1439
03-3925-7710
03-3922-2864
03-3978-3350
03-3922-2525
03-3997-5623
03-5393-6368

店名
サイクルセンター モトハシ
三森モータース
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 石神井店
滝本輪業社
はるなサイクル
下屋敷輪業
セオサイクル 大泉学園店
サイクルショップ内堀
北村輪業
サイクルステーションさんぺい
自転車や 秀
落合輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大泉ｲﾝﾀｰ店
スーパーバリュー 練馬大泉店
忽滑谷サービス商会
横山輪業
ﾓｰﾀｰ&ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ オオグチ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝワタナベ 中村橋店
べるず ふぁみりい
辻サイクル
マカベモータース
㈲塩野輪店
サイクルスポット 大泉学園店
サイクルショップ グリーンズ
大泉サイクル
金子サイクル
イナガキサイクル
サイクルショップ イズミ
井口輪業
寿サイクラリー
サイクルショップ イナザワ
井口輪業 石神井店
林輪店
サンビー商会
サイクルショップ タケヤ
丹野サイクル
西武輪業社
サイクルスポット 練馬店
サイクルショプ フジタ
ENTER THE FIELD
ペンギンハウス
相原商会
丸一自転車店
小松自転車店
㈲加藤栄輪社

住所
練馬区石神井町４－２０－１１
練馬区石神井町８－３９－６
練馬区石神井町８－５１－１８
練馬区早宮４－４１－２
練馬区大泉学園町１－２８－８ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ102
練馬区大泉学園町３－６－２９
練馬区大泉学園町４－２０－１３
練馬区大泉学園町６－１２－２９
練馬区大泉学園町６－１－４０
練馬区大泉学園町６－３１－６
練馬区大泉学園町７－８－３１
練馬区大泉町２－５４－４
練馬区大泉町５－１６－１
練馬区大泉町５－６－５１
練馬区谷原１－７－２
練馬区谷原１－７－２９
練馬区中村北２－１８－１１
練馬区中村北３－１５－１６
練馬区田柄１－４－２３-1F
練馬区土支田２－２３－９
練馬区東大泉２－９－２０
練馬区東大泉４－２６－４
練馬区東大泉６－５１－４
練馬区東大泉７－３６－１４
練馬区東大泉７－９－１３
練馬区南大泉１－２３－１
練馬区南大泉４－２９－１５
練馬区南大泉４－４２－２３
練馬区南大泉４－５２－１６
練馬区南大泉５－２５－１８
練馬区南田中２－７－１１
練馬区南田中４－２２－２
練馬区平和台２－３０－８
練馬区豊玉上２－２７－２１
練馬区豊玉中３－１４－１２
練馬区豊玉中３－２６－９
練馬区豊玉北２－２３－１
練馬区豊玉北５－１５－１
練馬区豊玉北５－２９－６
練馬区北町１－２６－１０
練馬区北町７－１０－１３
練馬区北町８－１３－４
練馬区練馬１－３０－１４
練馬区練馬２－２－２２
練馬区練馬３－２－５－１０１

電話番号
03-3995-8125
03-3996-6545
03-5923-0251
03-3991-9476
03-3978-2227
03-6327-0029
03-5387-1646
03-3921-1225
03-3924-7360
048-478-5982
03-3925-0842
03-3924-5976
03-5947-5740
03-5933-1520
03-3996-3004
03-3997-0065
03-3990-9161
03-3926-3980
03-5998-5888
03-3921-9873
03-3925-5181
03-3922-0515
03-5933-3597
03-5947-5581
03-3921-0555
03-3924-3985
03-3924-3060
03-3923-6003
03-3924-3706
03-3867-2651
03-3996-2839
03-3904-3385
03-3933-6703
03-3991-1449
03-5999-2666
03-3993-2593
03-3991-1245
03-5946-5333
03-3991-3345
03-6315-9700
03-6906-4157
03-3933-5203
03-3992-5508
03-3991-5869
03-3991-9198

