自転車安全整備店（富山県）
平成29年02月01日
店名
小坂モータース
山田自転車店
佐渡モータース
大菅自転車店
荒田自転車店
花房自転車商会
舟本自動車工業
大沢モータース
大井自転車商会
西川モータース
ＤＣＭカーマ 入善店
松村サイクル
清河輪業㈱
ＤＣＭカーマ 滑川店
斉木自転車商会
髙瀬自転車店
海野自転車商会
コメリパワー 魚津店
藤森自転車商会
ＤＣＭカーマ 魚津店
菅沼サイクル
ハマダサイクル
ＢＥＬＬ・ＬＯＣＫ カナモリ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 高岡駅南店
バイシクルランドＭ－２
吉井サイクルセンター
ＤＣＭカーマ 高岡駅南店
イオン 高岡南店
水巻サイクル
髙辻サイクル
アイワ サイクルサービス
㈲ホンダヒガシ
イオン 高岡店
中川サイクル
西島自転車商会
本林自転車店
サイクル桜栄
堀為
二塚サイクル
山田輪店
㈲能生輪業
林自転車店
大江サイクル
自転車の館*宮林
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 高岡中曽根店
木谷サイクル
草嶋商会
松浦自転車
平田サイクル
島崎自転車商会
サイクルショップ マキノ
吉澤サイクルセンター
㈱フジモリ
ＤＣＭカーマ 高岡野村店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 高岡店
ＤＣＭカーマ 高岡六家店
中山自転車商会
若林自転車商会

住所
下新川郡朝日町横尾９５８－１
下新川郡朝日町桜町１１０２
下新川郡朝日町東草野１３９３－５
下新川郡朝日町藤塚３８２
下新川郡入善町下飯野新２６４
下新川郡入善町舟見２２９
下新川郡入善町小摺戸２５２－２
下新川郡入善町青木２４３５
下新川郡入善町東狐１３６９
下新川郡入善町入膳３６２２－１４
下新川郡入善町椚山１３３６ｺｽﾓ21内
滑川市河端町１２９
滑川市上小泉１１０７
滑川市上小泉１２６３
滑川市中野島２３０５
滑川市田中町５６１
魚津市吉島７－４
魚津市宮津１２８－１
魚津市経田中町４－１２
魚津市上村木２－１０－２２
魚津市新角川２－４－２２
魚津市末広町８－１０
高岡市羽広２－６－２４
高岡市駅南２－１－１
高岡市駅南町２－４－２９
高岡市横田本町８－１２
高岡市下伏間江３７５－１
高岡市下伏間江３８３
高岡市関町６５
高岡市京町１１－３０
高岡市戸出町４－１３－１
高岡市向野町１－５０－３
高岡市江尻３３１－１
高岡市坂下町１２１３
高岡市四屋２３３－４
高岡市守護町１－６－５
高岡市十日市３１４－１
高岡市川原町３－１
高岡市川原本町１－１６
高岡市太田中村１６５２－２
高岡市大坪町２－５－２
高岡市大坪町３－９－２５
高岡市中央町１００
高岡市中川本町１６－２
高岡市中曾根２２４３
高岡市中曾根４０－８
高岡市中田１５１６
高岡市中田町２８６２－１
高岡市長江２４４
高岡市伏木湊町１－９
高岡市伏木矢田７－１７
高岡市福岡町下蓑新４１３
高岡市北島１８６
高岡市野村５６３－５
高岡市蓮花寺２１６－１
高岡市六家１７３１－１３
黒部市宇奈月町浦山１８０８
黒部市荻生５０３３

電話番号
0765-82-0029
0765-83-2178
0765-82-0291
0765-82-0444
0765-72-1550
0765-78-1541
0765-78-2154
0765-74-0111
0765-72-1033
0765-72-0439
0765-72-2077
076-475-0924
076-475-0566
076-475-6080
076-475-1512
076-475-0923
0765-24-1887
0765-25-1011
0765-22-1145
0765-24-3581
0765-22-0525
0765-22-1077
0766-23-4701
076-624-0634
0766-24-2714
0766-25-8275
0766-21-8147
0766-32-1111
0766-22-1783
0766-23-4620
0766-63-6068
0766-23-9844
0766-25-6800
0766-22-0381
0766-22-8346
0766-21-3305
0766-31-3007
0766-25-1845
0766-22-2398
0766-44-2302
0766-21-8003
0766-23-3631
0766-23-2239
0766-22-4104
0766-83-0634
0766-84-5995
0766-36-1119
0766-36-0003
0766-22-5614
0766-44-0102
0766-44-0520
0766-64-2244
0766-21-0955
0766-22-8147
0766-28-5177
0766-31-2425
0765-65-0129
0765-52-0071

店名
大野自転車商会
松倉商会
ヤマダ サイクル
りんりん館
本元自転車店
本元自転車商会
吉崎サイクル商会
サイクルショップ野上
黒田モータース
アルプラザ 小杉店
永森サイクル
サイクルエリアＫＯＩ
柳川自転車店
立野サイクル
江尻サイクル
塚越自転車店
竹中サイクル商会
ＤＣＭカーマ２１ 大島店
鶴来商会
山谷自転車店
しぶやサイクル
ＤＣＭカーマ 小矢部店
酒井商会
島田自転車店
自転車の清水
齊藤サイクル
東サイクル商会
津島サイクル
菱田自転車商会
鹿島サイクル商会
サイクルフレンド太田
岡部自転車店
平井商会
米田モータース
サイクルショップみずしま
尾谷モータース
山口サイクル
㈲鍋谷モータース
大江サイクル
明道サイクル
ＤＣＭカーマ 砺波店
平木自転車商店
村中自転車商会
アイジュ･サイクル
上銘自転車商店
金森自転車商店
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰシマヤ 砺波店
清登自転車商会
安田自転車店
笠井自転車店
ウノサイクル
斉藤サイクル
米沢サイクル
竹内サイクル
本田モータース
末永自転車店
堀部自転車商会
フジイサイクル
おばたサイクル
㈲山根モータース
山田サイクル
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 氷見店
井藤サイクル

住所
黒部市荻生６７２６
黒部市荻生６９１０－１０
黒部市荒町４１９－５
黒部市三日市３３１３
黒部市生地７３０
黒部市大開５１６－３
黒部市北新１７４－７
射水市加茂中部３５８
射水市戸破２３３１
射水市三ケ２６０２
射水市三ケ３３４９
射水市小杉町駅南通り１－１２０３
射水市庄川本町１６－１６
射水市草岡町２－１０－２
射水市大門１－１１
射水市大門１１５－５
射水市南太閤山３－１－１２
射水市本開発字代官免１００
射水市本町３－１０－４
射水市本町３－３－１４
射水市立町１－２２
小矢部市今石動町２－１２－５
小矢部市小矢部町２－２２
小矢部市水島６８８
小矢部市石動町３－５
小矢部市浅地２７５
小矢部市中央町２－３９
小矢部市津沢５６３－１
小矢部市藤森５１７０
小矢部市道明１０７
小矢部市本町２－８
中新川郡上市町上中町１０
中新川郡上市町新町４１
中新川郡上市町正印１－２
中新川郡立山町五百石１８
中新川郡立山町道源寺２０８
砺波市永福町５－４３
砺波市十年明１６３－３
砺波市出町中央２－３
砺波市新富町１－５６
砺波市新富町５－１８
砺波市太田１６３５
砺波市鷹栖５０６
砺波市東石丸３９７－７
砺波市表町１０－３
砺波市表町１０－８
砺波市苗加６６４－２
砺波市本町６－８
南砺市安清３１５７
南砺市下吉江１５３
南砺市荒木１５０８－２
南砺市山見１１３６－１
南砺市城端西下２４３
南砺市福光１１７３－４
南砺市福光本町６８７７－２
南砺市福野新町１４６２
南砺市福野新町１８４９－１
南砺市本町３－７
南砺市本町４－１４２
南砺市野田１３６３－１
氷見市栄町１０－５３
氷見市加納４７７
氷見市久目１３６３

電話番号
0765-52-0458
0765-54-2550
0765-52-0159
0765-52-0375
0765-56-8141
0765-56-8205
0765-54-0582
0766-59-2311
0766-55-0692
0766-57-8100
0766-55-1577
0766-56-5578
0766-84-0878
0766-86-1043
0766-52-0139
0766-52-0678
0766-56-2121
0766-55-8055
0766-82-2875
0766-82-3347
0766-82-2259
0766-68-1250
0766-67-1145
0766-61-2158
0766-67-0233
0766-61-3268
0766-67-0369
0766-61-2010
0766-69-8956
0766-67-2106
0766-67-0238
076-472-0401
076-472-0210
076-472-0177
076-463-0546
076-463-1474
0763-32-5531
0763-32-2966
0763-32-2808
0763-32-2397
0763-33-3234
0763-32-2929
0763-32-2879
0763-55-6981
0763-32-2460
0763-32-2441
0763-34-1771
0763-32-2214
0763-22-3090
0763-22-5367
0763-52-6505
0763-82-0373
0763-62-0553
0763-52-0564
0763-52-0597
0763-22-6888
0763-22-2378
0763-82-0640
0763-82-0520
0763-62-0169
0766-72-1391
0766-72-6340
0766-76-2808

店名
松尾輪店
森憲モータース
ＤＣＭカーマ 氷見店
岩崎サイクル
河元サイクル商会
マルシン自転車店
山腰商会
山橋自転車商会
谷井輪業
土田サイクル
シクロシティ㈱ 富山営業所
サイクルショップ ヒライ
ＤＣＭカーマ 呉羽店
中村商会
㈲富山商会
佐伯商会
ACTIVE CYCLE884
増山自転車商会
中田サイクル
サイクルショップ林
渡瀬自転車商会 富山店
林商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 富山上飯野店
山崎サイクル
サイクルショップ オクイ
堀内自転車店
㈲古川輪業
㈲富山サイクリングセンター
亀田愛輪舎
サイクルショップ荒井
コマタ自転車店
㈲たかはしサイクルセンター
木村商会
奥井自転車店
佐野自転車店
森サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 富山山室店
サイクルショップ クラカワ
石黒商会
おぎたサイクル商会
花島自転車商会
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 富山店
ＤＣＭカーマ 富山大広田店
伊藤自転車商会
鈴木サイクル
㈱タータ商会
サイクルショップ伊藤
池田モータース
アルプラザ 富山店
ＤＣＭカーマ 婦中店
松崎サイクル
松田輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 富山婦中店
柳原サイクル
シティサイクル
佐竹サイクル商会
ＤＣＭカーマ 富山本郷店
ＤＣＭカーマ 富山問屋町店
轡田サイクル

住所
氷見市窪１０７２
氷見市窪６３１－１
氷見市大野新４９
氷見市比美町６－１９
氷見市北大町２０－５９
氷見市本町１７－１９
富山市奥田町４－６
富山市下大久保３１８９
富山市岩瀬新川町３００
富山市吉作８８１
富山市牛島町５－７
富山市五福末広町２３６３－７
富山市呉羽町海老山７０２６
富山市呉羽本町３０２７
富山市今泉２５７－１
富山市山王町５－３１
富山市山室１８５－１
富山市山本５３２
富山市四方南町２３８－１
富山市小泉町１９９－７
富山市小泉町５５４
富山市上赤江町２－９－２０
富山市上飯野３８－１１
富山市上堀町２５２
富山市新庄町１－１７－４７
富山市針原中町８７３－１
富山市諏訪川原２－１－２
富山市清水町４－４－２
富山市石金１－１２－２９
富山市石金２－４－１０
富山市石金３－２－４
富山市千歳町２－９－２
富山市千石町１－３－２２
富山市千石町３－４－４
富山市相生町２－５
富山市草島２３５－１０４
富山市太田８３－１
富山市大町２６３－８
富山市中央通り２－４－２２
富山市中市１－１０－１９
富山市中川原新町３００－３
富山市中川原田割３３６
富山市中田２－１０－２０
富山市東石金町１０－７
富山市東富山寿町３－２－１９
富山市南田町１－５－５
富山市八尾町黒田１２４４－２
富山市浜黒崎３３５２
富山市婦中町下轡田１６５－１
富山市婦中町速星１２３－１
富山市婦中町速星５２５
富山市婦中町速星９１１－１
富山市婦中町分田１５７
富山市宝町２－５－８
富山市豊丘町１９－１８
富山市豊川町３－２４
富山市堀川本郷１６０－１
富山市問屋町１－９５－６
富山市蓮町１－１－６８

電話番号
0766-91-1960
0766-91-5566
0766-72-5215
0766-72-0486
0766-72-0617
0766-72-0487
076-432-3310
076-467-0211
076-438-1380
076-436-5373
076-442-3480
076-431-0668
076-434-4000
076-436-5034
076-425-4224
076-421-2517
0764-91-7884
076-436-6090
076-435-0214
076-423-9790
076-423-1284
076-441-6879
076-451-1340
076-421-1907
076-432-5868
076-451-8203
076-421-6373
076-421-4688
076-423-1958
076-421-5698
076-421-1813
076-432-8203
076-421-5253
076-423-0186
076-421-9718
076-435-3881
076-792-5077
076-491-5111
076-421-9947
076-423-0679
076-423-4448
076-422-6347
076-438-3211
076-424-7201
0764-37-9461
076-421-2241
076-454-2571
076-438-3322
076-466-1800
076-465-1911
076-466-2082
076-466-2205
076-465-6860
076-432-7841
076-437-8899
076-421-6403
076-495-1071
076-451-8005
076-437-8695

