自転車安全整備店（鳥取県）
平成29年02月01日
店名
ジュンテンドー 岩美店
中島モータース
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰいない 境港店
荒木自転車店
ジュンテンドー 境港店
松本自転車店
植田サイクル
松力サイクル
岩本自転車商会
イオン 日吉津店
ジュンテンドー 伯耆店

住所
岩美郡岩美町浦富３３２７
境港市外江町１６２２
境港市外江町３０８４－１
境港市大正町７４
境港市竹内団地１０５
境港市中町１０
境港市渡町２９６７－３
境港市湊町８７
西伯郡大山町田中８２２－３
西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１
西伯郡伯耆町大殿９５２ﾌﾘｽﾎﾟ伯耆SC内
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰ いない 倉吉中央店 倉吉市下田中町９４７－２本館
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 倉吉西店
倉吉市河原町1６９６－１
小田自転車店
倉吉市河原町１８５３－２
㈲増田商会
倉吉市関金町安歩１９－１
引田モータース
倉吉市関金町大鳥居９０－３
ヤマナカ サイクル
倉吉市住吉町２５－１
太田自転車商会
倉吉市住吉町２８－１
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰヨネザワ 倉吉店
倉吉市上井３６９－２
㈱牧田商会
倉吉市新町３－２３０９
ジュンテンドー 西倉吉
倉吉市生田字神主田３５０
リンリンサイクルたにもと
倉吉市東巌城町３６－３
マキタサイクル
倉吉市東昭和町３１０
㈲倉吉サイクルセンター
倉吉市湊町６０５
川上サイクル
鳥取市雲山３５８
サイクルランド ウエキ
鳥取市河原町渡一木２６８－１
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 河原店
鳥取市河原町布袋１８１
サイクルセンターヨネザワ 環境大学前店 鳥取市海蔵寺５５－７
サイクルショップ フクハマ
鳥取市瓦町６２３
和光自動車
鳥取市気高町勝見５５９－８
渡辺自転車店
鳥取市気高町浜村７８３－９１８
砂川サイクル
鳥取市吉成５１０
サイクルセンター ヨネザワ
鳥取市吉成６３７
植木サイクル
鳥取市吉方温泉１－６０１
イワサキサイクル
鳥取市吉方町２－１１０
中村サイクル
鳥取市桂木２８０
中野サイクル
鳥取市元魚町４－２０１－２
大西自転車店
鳥取市元魚町４－３０４
カインズホーム 鳥取店
鳥取市古海５９０
二輪倶楽部M’S
鳥取市湖山町南５－１０８－３
アサキサイクル
鳥取市湖山町北１－５６８
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰヨネザワ 湖山店
鳥取市湖山町北１－６６２
㈲ライダーズスポット
鳥取市湖山町北２－１２６
岡田モータース
鳥取市鹿野町鹿野１３９９
ショップメイト カトウ
鳥取市鹿野町鹿野１４５５
安富自転車商会
鳥取市鹿野町鹿野９９４－１
山根商店
鳥取市松原８３－１
桂 商会
鳥取市青谷町青谷４０１０－１
ヨコハマサイクル
鳥取市青谷町青谷４０３２－４
池長自転車店
鳥取市青谷町青谷４０６０
アオバサイクル
鳥取市相生町４－３０１
末次商会
鳥取市東今在家１１０－７
ジュンテンドー 駅南店
鳥取市南吉方２－３０
イオン 鳥取北店
鳥取市晩稲100-1
大石のりものセンター
鳥取市美萩野１－４２
岡本自転車商会
鳥取市片原１－１０１
浜崎自転車店
鳥取市末広温泉町１５９
山田自転車商会
鳥取市用瀬町用瀬３９９

電話番号
0857-37-5011
0859-44-4780
0859-44-3171
0859-42-2454
0859-47-5388
0859-42-2612
0859-45-4255
0859-42-2278
0858-58-2045
0859-37-0500
0859-39-8008
0858-47-3171
0858-23-6171
0858-22-4632
0858-45-3550
0858-45-3553
0858-23-2303
0858-22-3712
0858-24-6000
0858-22-6263
0858-48-2010
0858-23-2707
0858-22-6222
0858-22-4802
0857-24-0019
0858-85-0357
0858-85-2211
0857-53-5105
0857-22-6327
0857-82-0902
0857-82-2830
0857-24-0311
0857-22-3262
0857-22-5344
0857-23-3840
0857-51-8547
0857-22-6851
0857-23-3686
0857-22-1111
0857-28-9119
0857-28-1248
0857-31-6979
0857-28-5334
0857-84-2155
0857-84-2428
0857-84-2569
0857-57-0511
0857-85-0305
0857-85-0052
0857-85-0248
0857-23-0889
0857-22-4056
0857-37-1222
0857-38-3300
0857-59-0226
0857-22-2092
0857-22-3510
0858-87-2662

店名
大倉自転車店
三谷自転車商会
タナカオートサービス
浪花自転車店
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 東伯店
生越自転車店
秋山自転車商会
三津国自転車店
増井自転車店
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 羽合店
㈲北条サイクル
石丸自動車
大栄モータース
長見輪業
ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟおかむら
奥村商会
ジュンテンドー 安倍店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 米子店
ゴザタニ自転車店
ジュンテンドー 久米店
㈲広瀬オートサービス
サイクルスポーツ クワハラ
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟヤマウチ 皆生通り店
ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾑｾﾝﾀｰいない 米子店
サイクルショップかりの
㈲ひむら自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰサンアイ 五千石店
㈲君垣商会
イオン 米子駅前店
門脇モータース
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞいない 淀江店
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 米子東店
サイクルハウスあんどう
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟヤマウチ 三柳店
㈱エンドウ商事
松本オート販売

住所
鳥取市立川町２－１７０
東伯郡琴浦町出上１７０－６
東伯郡琴浦町赤碕１５４８－２
東伯郡琴浦町徳万６２２－１１
東伯郡琴浦町八橋１６６－１
東伯郡琴浦町箆津９９０－９
東伯郡三朝町大字片柴９２５
東伯郡湯梨浜町松崎３６０
東伯郡湯梨浜町田後３０２－６
東伯郡湯梨浜町田後４５５－１
東伯郡北栄町弓原３４７－１５
東伯郡北栄町瀬戸１７６－１
東伯郡北栄町由良宿７９０－９
東伯郡北条町弓原３３１－３
八頭郡八頭町郡家６３０
八頭郡八頭町徳丸１６００－１
米子市安倍１６９
米子市皆生４－１１－１６
米子市角盤町３－３９
米子市久米町１８８
米子市錦町１－３８
米子市西倉吉５３
米子市西福原３－６－４０
米子市東福原７－２２－１
米子市道笑町４－４－６
米子市日野町１５６
米子市福市１７１４－１
米子市米原７－８－５０
米子市末広町３１１
米子市夜見町１６８５
米子市淀江町佐陀７１０
米子市淀江町佐陀９７７
米子市両三柳３３５４－１
米子市両三柳４４９３
米子市両三柳５０６５
米子市和田町１７７１

電話番号
0857-22-8672
0858-55-2739
0858-55-0336
0858-52-2073
0858-53-1171
0858-55-2826
0858-43-0456
0858-32-0527
0858-35-3320
0858-35-5171
0858-36-2065
0858-37-2652
0858-37-2247
0858-36-2054
0858-72-0177
0858-84-3014
0859-48-0040
0853-37-2795
0859-22-3025
0859-39-0465
0859-33-2883
0859-22-4977
0859-32-9006
0859-31-3171
0859-22-9016
0859-34-0799
0859-26-4940
0859-32-5141
0859-22-2121
0859-29-0919
0859-56-6171
0859-56-1031
0859-29-0133
0859-29-3334
0859-32-1710
0859-28-7395

