自転車安全整備店（和歌山県）
平成29年02月01日
店名
二輪センターキムラ
坂井モータース
柳瀬モータース
サイクルハウス カワバタ
崎口サイクル
北端自転車店
オートサイクル岩﨑
サイクルショップ ヤマモト
ＤＣＭダイキ 海南店
ＷＩＮＧ井上
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 岩出店
ＤＣＭダイキ 紀の川井阪店
町のじてんしゃ修理屋さん 貴志川店
CYCLEヤマサキ
中谷自転車店
西野自転車店
ＤＣＭダイキ 橋本店
山下モータース
岡 自転車店
古川サイクル
弓倉輪業商会
イオン 新宮店
バイクハウス ニシ
サイクルショップ ススム
サイクルショップ森本
西田サイクル
田上モータース
田中サイクル
山本自転車店
サイクルオート富田川商事
正木モータース
サイクルオート西屋
スズキ輪店
坂上自転車店
井上サイクル
サイクルオートなか
あさだ商会
自転車生活Touch!ﾏｴﾀﾞ自転車店
宇井モータース
田野モータース
太洋輪業社
つつみサイクル
サイクルオート サコ
モリユキ自転車店
吉本自転車店
片山自転車店
小谷サ－ビス
辻商会
サイクルショップ ナカムラ
高野モータース
小川モータース
片山自転車店
馬谷輪業
ホンダウイングＢＨＢ広畑
林 モータース
北又輪業
榎本モータース
玉置自転車店

住所
伊都郡かつらぎ町妙寺４６５
伊都郡高野口町名倉８３
海草郡紀美野町動木３８
海南市且来２６９－１
海南市阪井１８２６－１
海南市船尾２８０
海南市大野中５０６－７
海南市日方１５１９－４
海南市幡川７７
海南市名高５０７－２
岩出市中島６０７－１
紀の川市下井阪６０２－１
紀の川市貴志川町丸栖９５５－２
紀の川市貴志川町長原２４６－８
橋本市高野口町名倉３０９
橋本市東家４－９－１４
橋本市北馬場７－９
御坊市薗５６３－５
御坊市島１３７
御坊市島２５２
新宮市下本町２－４－１７
新宮市橋本２－１４－２３
新宮市佐野９８０－１１
新宮市三輪崎３－９－４４
新宮市神倉２－５－１８
新宮市神倉２－７－１５
西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５０４－７
西牟婁郡上富田町生馬１５４６
西牟婁郡上富田町朝来２５３６-1
西牟婁郡上富田町朝来５１５－１
西牟婁郡白浜町２６７９－２３
西牟婁郡白浜町栄２８６－２
田辺市稲成町１２１－８
田辺市下三栖１３５－１０
田辺市高雄１－２－３１
田辺市高雄３－３５－１８
田辺市秋津町８６４－９
田辺市上万呂４１４
田辺市中辺路町栗栖川８７－２
田辺市東陽２２－２２
田辺市東陽２－５０
田辺市宝来町１４－１６
田辺市本宮町本宮４７１－６
東牟婁郡串本町串本２０８０－４
日高郡みなべ町西本庄７９８－３
日高郡印南町印南２２８６
日高郡由良町門前５３２－４
日高郡由良町里２９５
有田郡広川町広４９３－５
有田郡広川町広７５１－３
有田郡広川町広８０３－９
有田郡湯浅町１６４５
有田郡湯浅町湯浅１７９４－３２
有田郡湯浅町湯浅１９１６
有田郡湯浅町湯浅６５４－３
有田郡湯浅町湯浅７３８
有田郡湯浅町湯浅９３０
有田郡有田川町市場８５

電話番号
0736-22-0419
0736-42-4895
0734-89-3047
073-482-7685
073-487-0383
073-482-3308
073-482-3729
073-482-0757
073-484-2701
073-482-2591
0736-69-0701
0736-77-2820
0736-64-2705
0736-64-8810
0736-42-2900
0736-25-8005
0736-39-3070
0738-22-1166
0738-22-3167
0738-22-0070
0735-22-2857
0735-28-3111
0735-31-5113
0735-31-7279
0735-22-4625
0735-22-5660
0739-48-0504
0739-47-0786
0739-47-0622
0739-47-2481
0739-42-2919
0739-45-0075
0739-22-4587
0739-33-0308
0739-22-3036
0739-24-6484
0739-34-2529
0739-22-7701
0739-64-0027
0739-22-1702
0739-22-4502
0739-25-1257
0735-42-0729
0735-62-6017
0739-74-2107
0738-42-0510
0738-65-0453
0738-65-1130
0737-62-2663
0737-63-4852
0737-63-2272
0737-62-3228
0737-62-3325
0737-62-2905
0737-62-4588
0737-62-2931
0737-62-2540
0737-32-2463

店名
井戸モータース
高居自転車店
サイクルショップ マルキ
ＯＨＶ 野村店
上田自転車商会
岡オートサイクル
遊輪館
和歌山ホンダ(株)
モーター＆サイクルみながわ
サイクルセンターよねだ
田中モータース
オートサイクル木野
町のじてんしゃ修理屋さん
ジュンテンドー 新古屋店
日光モータース
池田自転車店
ちゃりんこルート２６
サイクルＳＨＯＰ ＮＯＡ
竹川モーターサイクル
サイクルショップ多田
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 紀三井寺店
紀の川２輪
的場オート商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 紀ノ川店
林自転車店
広和輪業商会

住所
有田郡有田川町水尻１－３
有田郡有田川町明王寺３１５－１
有田市初島町浜１４６３－３
有田市野４３３－１１
和歌山市葵町８－２２
和歌山市園部９４２－６
和歌山市塩屋４－３－３６
和歌山市塩屋４－３－３６
和歌山市紀三井寺１-１
和歌山市紀三井寺６９１
和歌山市吉原７５３
和歌山市桑山５５－１
和歌山市元寺町５－４６
和歌山市古屋２０３－２
和歌山市古屋６８－４１
和歌山市狐島５５８－４
和歌山市向１６８－１
和歌山市向９－５
和歌山市杭ノ瀬２９５
和歌山市今福４－２－６
和歌山市三葛２５３－１
和歌山市市小路１６０－２５
和歌山市寺内４７１
和歌山市次郎丸８４－４
和歌山市手平５－８－２３
和歌山市秋月６７－１
町のじてんしゃ修理屋さん 大浦街道店 和歌山市舟津町３－１０－３
西村自転車店
和歌山市十番丁７３
前田モータース
和歌山市松江中３－８－４９
ユアーショップなか
和歌山市新在家１７０－４２
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 和歌山店
和歌山市新生町１０－１０
メカトロニクスラボ２１
和歌山市新堀東１－１－２４
キシモトサイクル
和歌山市神前６２１
出島モータース
和歌山市西高松２－１６－６
モーター&サイクル三浦商店
和歌山市西布経丁１－８
中野自転車店
和歌山市石橋丁９
釘貫サイクル
和歌山市太田２－１０－１３
本田自転車店
和歌山市鷹匠町７－２０
イオンバイク 和歌山店
和歌山市中字楠谷５７３
テクニカルショップ アズ
和歌山市田尻２４２－５
サイクル マルタニ
和歌山市島１０５－５
モトショップ アリマ
和歌山市島２６－７
西住自転車商会
和歌山市島橋西ノ丁５－２４
崎山サイクル
和歌山市島崎町１－１
太田サイクル
和歌山市東高松２－６－７
㈱酒井商店
和歌山市畑屋敷西ノ丁６９
バイクトピア
和歌山市布引５２０－２
いとうモーターサイクル
和歌山市北出島１４９－２２
妙中モーターサイクル
和歌山市北島４９９
小松モータース
和歌山市堀止東２－３－１７
永井自転車店
和歌山市本町８－４
中島輪業商会
和歌山市湊１－２－１１
西原自転車店
和歌山市湊３１４１
のりものセンター和佐
和歌山市鳴神１０５－５
丸谷モータース
和歌山市友田町４－２０
大浦サイクル
和歌山市有家１１３－１０
ＰＡＰＡ輪
和歌山市有本６８４
佐藤モーターサイクル
和歌山市和歌浦東３－５－５１
ナカノ自転車商会
和歌山市和歌浦南１－２－１２
Ｋカンパニー
和歌山市和佐関戸２６－１２
圦本自転車店
和歌山市和佐関戸西島４７９－３

電話番号
0737-52-6195
0737-52-3349
0737-82-3533
0737-83-5541
073-423-0270
073-461-5556
073-424-0242
073-445-5000
073-445-4040
073-444-4956
073-479-0477
073-479-0235
073-423-2955
073-457-2446
073-452-7755
073-455-3180
073-452-4193
073-451-0264
073-471-0749
073-422-9576
073-448-3800
073-452-0046
073-471-1014
073-456-6588
073-423-4048
073-471-4353
073-423-0288
073-423-2105
073-452-2009
073-472-8664
0734-35-4828
073-422-8613
073-471-3466
073-445-5669
073-427-2363
073-423-3622
073-474-7153
073-423-2054
073-456-2725
073-472-2778
073-461-2800
0734-62-3662
073-455-2233
073-422-1966
073-422-7522
073-423-0335
0734-46-1799
073-472-3255
073-455-1861
073-424-7922
073-423-3019
073-455-1387
073-423-0800
073-471-4838
073-422-4329
073-471-0005
073-422-7053
073-444-2993
073-444-0659
073-477-1739
073-477-0077

