自転車安全整備店（山形県）
平成29年02月01日
店名
DCMホーマック 寒河江店
サンデージョイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 寒河江店
伊藤自転車店
スズキ加藤モータース
自転車&モータース
斎藤自転車店
サイクルショップ押野
㈲古沢商店
㈲大沼モータース
井田モータース
笹原サイクル店
星川モータース
㈲スズキ金山販売
柿崎輪業
サイクルショップはせがわ
結城輪店
田中輪店
ヤハギ輪店
佐藤輪店
サンデージョイ 下条店
安達自転車店
渡辺サイクル
㈱小山喜久治商店
したら輪店
サイクルランドさいとう
早川商会
イオン 山形南店
二瓶輪業店
庄司輪店
宗片輪業商会
サイクルショップ マツモト
ｻｲｸﾙﾏｰｹｯﾄりんりん 山形城西店
ワンズサイクル 山形清住店
サンデージョイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 前田店
２輪ショップカモシカ
井上輪業
長岡輪店
南部ホンダ
じてんしゃ蔵守三
やまりん
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 山形北店
ダイユーエイト 山形嶋店
サンデージョイ 南館店
DCMホーマック 南館店
ワンズサイクル 山形南二番町店
イオンバイク 山形北店
サンデージョイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 山形北店
サンデージョイ 白山店
渡辺サイクル
㈱吉田商会
サイクルショップ モリヤ
長谷川自転車店
大沼自転車店
富輪商会
常村サイクル
ダイユーエイト 酒田店
イオン 酒田南店
直茶自転車店

住所
寒河江市寒河江字塩水６４
寒河江市寒河江字赤田７１－４
寒河江市丸内１－１－３７
寒河江市大字寒河江字横道７５－１
寒河江市大字柴橋字金谷２６８５
寒河江市大字島６８－３
寒河江市大字島８７８
寒河江市大字日田字五反７９－１
寒河江市大字八鍬８０４－６
寒河江市本町２－１－３７
最上郡金山町大字金山４５２－６
最上郡金山町大字金山４６８－９
最上郡金山町大字金山８６４－１
最上郡戸沢村大字津谷１８３０－３４０
最上郡最上町大字向町５５０
最上郡鮭川村大字京塚１１５７
最上郡鮭川村大字佐渡８２４
最上郡舟形町舟形３１０－２
最上郡真室川町大字大沢８４２－３
山形市下条町２－１８－３２
山形市下条町５－１４－１２
山形市久保田２－７－２５
山形市宮町４－２１－１２
山形市宮町５－３－２３
山形市江俣５－３－１
山形市七日町４－１５－２４
山形市若宮３－７－８
山形市十日町３－８－２６
山形市小荷駄町１－１０
山形市小姓町４－４６
山形市上町３－６－１５
山形市城南町３－７－２１
山形市清住町２－４－１６
山形市前田町６－１０
山形市双葉町２－６－６
山形市蔵王半郷２６４－２
山形市村木沢２４１５
山形市大字松原３７０－１
山形市長苗代１６３－３
山形市鉄砲町１－１０－１１
山形市嶋北１－１－５
山形市嶋北４－１－１８
山形市南館５－４－２３
山形市南館西２－２
山形市南二番町８－１５
山形市馬見ヶ崎２－１２－１９
山形市馬見ケ崎４－３－３
山形市白山２－３－３３
山形市本町２－４－４８
山形市木の実町１０－３６
山形市木の実町１１－１５
山形市薬師町２－３－８
山形市旅籠町３－１－１０
山形市緑町３－２－４３
山形市鈴川町１－１－５１
酒田市あきほ町１２０－１
酒田市あきほ町１２０－１
酒田市一番町１２－１７

電話番号
0237-85-7130
0237-86-7782
0237-84-4571
0237-86-9211
0237-86-2787
0237-84-2093
0237-86-2265
0237-84-4345
0237-87-1419
0237-84-2346
0233-52-2207
0233-52-2135
0233-52-2710
0233-72-2827
0233-43-4143
0233-55-2454
0233-55-3140
0233-32-2219
0233-63-2408
023-644-3030
023-684-9297
023-643-7640
023-631-1311
023-622-5395
023-681-0145
023-623-0122
023-647-2221
023-622-7612
023-622-8035
023-623-6728
023-644-9683
023-647-3665
023-665-5585
023-642-4120
0236-45-5796
023-665-4201
023-643-2546
0236-88-2363
023-644-3211
0236-42-6170
023-682-7173
023-682-1188
023-645-3730
023-646-7566
023-687-0820
023-682-5500
023-684-1747
023-633-3960
023-622-5991
023-622-3486
023-622-7611
023-622-1254
023-622-9628
023-623-0925
023-622-7099
0234-22-6188
0234-21-1400
0234-22-0651

店名
ささき輪業
サクラダホンダ
マルヒロ商店
今野輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰチャンピオン 酒田店
和島サイクル
鈴木輪店
足達自転車店
山忠輪店
伊與田自転車店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 酒田店
㈲本間準蔵商店
藤原ホンダ
本間輪業
杉山屋自転車店
上ノ山自転車
サイクルぽーと
小田自転車店
髙橋ホンダ
サトー輪店
ユーショップ酒田
コメリホームセンター 上山店
パンクや
カガミサイクル
金子輪店
中村輪店
ホンダモーター富山
武田自転車店
DCMホーマック 新庄店
YAMAHA You Shop テラオ
佐藤輪業
ホンダウイング サイトー
五十嵐輪店
中川輪店
サンデージョイ 新庄店
那須自転車店
会田輪店
㈲サイクルショップ青山
渡辺自転車店
小林自転車店
古沢輪業
後藤輪店
ダイユーエイト 河北店
槙輪店
遠藤モータース
細矢モータース
㈱オートランド嶋屋
サンデージョイ 河北店
佐藤輪店
岡崎自転車店
長岡輪業商展
加藤輪店
稲葉モータース
サイクルショップ マツオカ
丸大輪店
田中輪店
川口輪店
芳賀輪店
佐藤輪業商会
下山輪店
髙宮輪店
ダイユーエイト 村山店
板垣輪店

住所
酒田市一番町９－１８
酒田市観音寺字町後４２－９
酒田市亀ケ崎２－１２－１０
酒田市黒森字泊山７７－１
酒田市四ツ興野４３０
酒田市若竹町１－２－１４
酒田市寿町５－３１
酒田市上本町５－２９
酒田市新堀字下川原１６８
酒田市西野町６－１８
酒田市泉町１－２
酒田市相生町１－７－２７
酒田市大字熊手島字道ノ上熊興屋５０－１
酒田市東泉町６－１－２
酒田市二番町１０－１１
酒田市二番町１２－３０
酒田市飛鳥大道端９８－１
酒田市浜田１－１－１９
酒田市穂積字尻地６１－１
酒田市本楯字堰ノ下２８
酒田市緑ヶ丘１－１－２４
上山市仙石梅ノ木７７０
上山市牧野１９２１
上山市矢来１－７－２２
上山市矢来２－３－２０
上山市矢来４－４－２９
新庄市下金沢町７－１３
新庄市金沢５１２－７
新庄市五日町１２９４－３
新庄市五日町１３２５－２２
新庄市若葉町２－１６
新庄市十日町４１８
新庄市昭和４６８
新庄市大字泉田字泉田５６１
新庄市大字鳥越字橋向４８８－４
新庄市本町４－５
新庄市末広町６－８
新庄市万場町２－３２
西村山郡河北町吉田９８
西村山郡河北町溝延４３
西村山郡河北町溝延字千刈３５－１
西村山郡河北町西里１３６４
西村山郡河北町谷地ひな市３－１－２４
西村山郡河北町谷地甲２３８
西村山郡河北町谷地字十二堂４５４－２
西村山郡河北町谷地真木２６４－３
西村山郡河北町谷地中央１－５－１２
西村山郡河北町谷地中央５－１－１２
西村山郡西川町間沢９－１７
西村山郡大江町左沢５３６－１０
西村山郡朝日町宮宿７８４－１
西置賜郡小国町大字小国小坂町２８４
西置賜郡小国町大字西１５９－７
西置賜郡白鷹町鮎貝３９６４
西置賜郡白鷹町下山４８２－１
西置賜郡白鷹町広野２２３３
西置賜郡白鷹町荒砥甲７２３
西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１０１４
西置賜郡飯豊町萩生３９０７－５
村山市楯岡十日町１－１
村山市楯岡新町１－７－２１
村山市楯岡新町３－３０－８
村山市楯岡鶴ケ町１－１９－１６

電話番号
0234-23-0410
0234-64-2338
0234-24-3125
0234-92-2082
0234-23-1333
0234-22-5335
0234-22-2915
0234-22-2598
0234-93-2229
0234-22-2886
0234-33-0634
0234-24-5135
0234-22-9528
0234-22-1326
0234-22-1054
0234-22-0921
0234-52-3438
0234-22-7520
0234-34-5146
0234-28-2172
0234-31-4324
023-695-5781
023-674-2411
023-672-0382
023-672-0813
023-672-0878
0233-22-6218
0233-22-0635
0233-28-8890
0233-22-2905
0233-22-0929
0233-22-1645
0233-25-2571
0233-25-2338
0233-23-3334
0233-22-0656
0233-22-6616
0233-22-5788
0237-73-3708
0237-73-4623
0237-73-4001
0237-72-2929
0237-73-5330
0237-72-2854
0237-72-2575
0237-72-4022
0237-72-3816
0237-72-7712
0237-74-2013
0237-62-3175
0237-67-2353
0238-62-2555
0238-62-2085
0238-85-2248
0238-85-5866
0238-85-2441
0238-85-2291
0238-85-2086
0238-72-2506
0237-55-6332
0237-53-2052
0237-55-6115
0237-53-2568

店名
秋場輪業
工藤輪店
升川自転車店
奥山輪店
高橋輪店
児玉モータース
石川輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 長井店
㈱菅野モータース
㈱深澤モータース
サンデージョイ 長井店
金田自転車店
松岡モータース
サイクルショップ佐藤
佐藤輪店
菅 輪店
サイクランド松永
金田輪店
サイクルショップ カネダ
サイクルメイト スズキ
DCMホーマック 鶴岡店
太田輪業
加藤輪店
丸山モータース
原田輪店
粕谷自転車店
安達輪店
サンデージョイ 櫛引店
ワジマ二輪館
大滝輪店
五十嵐輪店
斎藤文一輪店
伊藤自転車商会
佐藤自転車店
サンデージョイ あつみ店
中山輪店
長浜輪業
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 鶴岡店
サイクル梅津
武 小林輪店
サンデージョイ 藤島店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰチャンピオン 鶴岡店
バイクルハウスたかはし
飯井輪店
アダチ商会
今野モータース
DCMホーマック 天童店
今野商会
槇 輪業
佐藤輪店
村山輪店
海和商店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 天童店
サンデージョイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 天童南店
イオンバイク 天童店
日下部輪店
片桐自転車店
イオンバイク 東根店

住所
村山市大字稲下１９７
村山市大字河島甲８２１
村山市大字大久保甲１７３１－４
村山市大字大久保甲４０８－２
村山市大槙２３
村山市長善寺１３２－１
村山市土生田１０５７
長井市館町南１２－５１
長井市館町南２－１２
長井市九野本２４０１－１
長井市九野本館野７６２－４
長井市五十川１３１１－２
長井市四ツ谷１－５－２２
長井市上伊佐沢３２６５－１
長井市川原沢２７０
長井市泉１２９６
長井市台町３－２９
長井市大町６－１０
長井市本町１－７－１
長井市本町２－８－１６－１
鶴岡市ほなみ町９－２０
鶴岡市みどり町３１－２４
鶴岡市稲生町１－２１－４４
鶴岡市羽黒町黒瀬黒瀬１１８
鶴岡市羽黒町十文寺字十文字２１
鶴岡市温海戊５
鶴岡市下名川字落合４６
鶴岡市丸岡字鳥飼１２０－８
鶴岡市三和町２－３
鶴岡市山王町１０－２８
鶴岡市新形町５－７３
鶴岡市神明町１－４１
鶴岡市千石町８－２８
鶴岡市泉町４－５
鶴岡市鼠ケ関字奥田１７
鶴岡市大字湯田川乙３
鶴岡市大東町１２－３０
鶴岡市中野京田字上大坪５－１
鶴岡市鳥居町３３－６２
鶴岡市東原町１１－２８
鶴岡市藤浪５－１－１
鶴岡市宝田３－１９－１８
鶴岡市本町３－１７－２４
鶴岡市末広町１７－１５
鶴岡市陽光町１９－１０
天童市久野本２－３－８
天童市糠塚３－１－１５
天童市三日町１－５－３７
天童市川原子２９６６－１１
天童市大字荒谷２３－１
天童市大字川原子１５８５－６
天童市大字長岡２０－１
天童市南小畑１－７－２０
天童市南町１－２－１
天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区
天童市乱川１９８
天童市老野森３－２５－１９
東根市さくらんぼ駅前３－７－１５
サンデージョイｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 東根中央店 東根市さくらんぼ駅前３－９－１
友 輪店
東根市羽入１７８８－１
キング 東根店
東根市温泉町１－２－１８
サンデージョイ 東根店
東根市温泉町３－１－５
植松輪店
東根市蟹沢４０５

電話番号
0237-56-2040
0237-53-3254
0237-54-2126
0237-54-2237
0237-56-2071
0237-56-2527
0237-58-2368
0238-88-1888
0238-88-2521
0238-88-2459
0238-84-8001
0238-88-2170
0238-88-2491
0238-84-6190
0238-84-3070
0238-88-2928
0238-88-3036
0238-88-2730
0238-88-2727
0238-84-2296
0235-25-2110
0235-23-5555
0235-22-8474
0235-62-2019
0235-62-2277
0235-43-2223
0235-53-2296
0235-57-5180
0235-22-7671
0235-22-1186
0235-23-6853
0235-22-0577
0235-23-2587
0235-22-2592
0235-44-3111
0235-35-2719
0235-22-6228
0235-29-6341
0235-22-6137
0235-22-5893
0235-64-4410
0235-24-1333
0235-25-7101
0235-22-1753
0235-23-9546
023-653-2871
023-652-0440
023-653-2135
023-657-3022
023-653-3009
023-656-2228
023-655-2448
023-653-1634
023-651-3707
023-652-0277
023-653-3668
023-653-3238
0237-43-8700
0237-41-2288
0237-47-0870
0237-43-3883
0237-43-5500
0237-42-0651

店名
コメリパワー 東根店
後藤自転車店
武田輪店
滝口モーター
安部モーター
今野輪店
小野輪店
バイクスポーツ キッド
多田輪店
ホンダウイング日下部
三浦自転車店
今井サイクル店
近嵐輪店
横山輪店
武田輪店
遊輪舎
佐藤商会
斉藤輪業
㈱森谷モータース
萩モータース
イオン 三川店
サイクルショップ マルヤマ
若松輪店
齋藤長之助輪店
阿部輪業商会
丸平輪店
相馬輪店
平輪店
髙橋輪店
髙正輪店
サンデージョイ 南陽プラザ店
サイクルメイト イシカワ
サイクルセンター ニシムラ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 南陽店
阿部輪店
森谷輪業商会
㈲キの字屋
本間自転車店
長瀬輪店
小松輪店
サイクルランド セイトウ
安達輪店
大場自転車店
鈴木輪店
横沢自転車店
サンデージョイ 北村山店
ダイユーエイト 尾花沢店
村岡自転車店
東海林輪店
斉藤自転車店
キング 尾花沢店
香坂輪店
サイクルセンター卯月
佐藤自転車店
八巻輪店
水野自転車店
イオンバイク 米沢店
星 輪店
サイクルショップ川口
ほりうち輪店
鈴木輪業
瀬野輪店
スガノ輪店

住所
東根市小林１－２－４５
東根市神町中央１－３－６
東根市神町中央２－４－７
東根市神町東２－１－３
東根市大字東根甲６３１
東根市大字野川１２１７－１
東根市中央２－３－１
東根市本丸南３－２－２６
東村山郡山辺町大字山辺２３４－１
東村山郡山辺町大字山辺４３３
東村山郡山辺町大字大寺３８３
東村山郡中山町長崎３０５２
東置賜郡高畠町安久津１６４３
東置賜郡高畠町下和田９２９
東置賜郡高畠町深沼２１－８
東置賜郡高畠町大字高畠５７７
東置賜郡高畠町福沢３５－１
東置賜郡川西町大字吉田５７０９
東置賜郡川西町大字高山２４６７
東置賜郡川西町中小松２８９３
東田川郡三川町猪子字和田庫１２８－１
東田川郡庄内町狩川字山崎１１７－７
東田川郡庄内町大字余目字上朝丸７６－４
東田川郡庄内町余目字沢田１５６－１
東田川郡庄内町余目字町１７６
南陽市荻１０３１－３
南陽市宮内２８３３－２
南陽市宮内３５１５
南陽市宮内柳町３１１３－２
南陽市郡山１０２６－１６
南陽市郡山５７８
南陽市桜木町１８－２
南陽市三間通１５４－８
南陽市字柳田２０５９
南陽市二色根２０２－２０
南陽市露橋３５７
南陽市椚塚１３２１－１
尾花沢市上町５－４－６
尾花沢市新町２－４－３６
尾花沢市新町５－１－２８
尾花沢市新町中央２－３５
尾花沢市大字延沢１０１８
尾花沢市大字寺内９３８－４
尾花沢市大字正厳１７０
尾花沢市大字鶴巻田４４８－１
尾花沢市大字尾花沢字下新田１３５９－３
尾花沢市大字尾花沢字下新田１６９６－１
尾花沢市大字名木沢８８３－７
尾花沢市大字野黒沢１６０－２
尾花沢市大字野黒沢２０７
尾花沢市尾花沢１５２８
米沢市駅前２－６－２０
米沢市丸の内２－１－５
米沢市窪田町窪田１４１０
米沢市窪田町窪田１８６７
米沢市御廟２－７－１００
米沢市春日２－１３－４
米沢市春日２－２－１９
米沢市春日３－２－１０
米沢市小野川町２９４０－１
米沢市松が岬３－４－２０
米沢市城西３－６－１８
米沢市城北２－３－１５

電話番号
0237-41-2715
0237-48-2264
0237-47-0315
0237-47-0157
0237-43-2462
0237-44-2511
0237-42-1162
0237-42-0561
0236-64-5441
0236-64-5247
0236-64-5924
0236-62-3737
0238-52-0852
0238-56-2046
0238-52-4666
0238-52-4847
0238-57-3043
0238-44-2195
0238-42-4175
0238-42-2727
0235-68-1600
0234-56-3840
0234-42-2017
0234-42-2177
0234-42-3258
0238-41-2144
0238-47-3515
0238-47-2833
0238-47-2455
0238-43-3163
0238-43-7980
0238-43-3696
0238-43-2177
0238-43-6349
0238-43-2545
0238-43-7135
0238-43-3174
0237-22-0717
0237-22-1104
0237-23-3161
0237-22-0230
0237-28-2336
0237-25-3688
0237-22-1508
0237-28-2085
0237-23-3680
0237-53-1100
0237-25-2602
0237-25-2522
0237-25-2503
0237-23-2623
0238-23-0405
0238-23-1127
0238-37-5039
0238-37-3046
0238-22-0241
0238-24-2231
0238-23-2253
0238-23-6158
0238-32-2507
0238-23-4900
0238-23-0973
0238-21-1283

店名
サンデージョイ 西米沢店
サイクルショップ中村
菅原商会
サイクルプラザ セイリン
ライダースサロン ヤマカ
ダイユーエイト 米沢店
情野輪店
鈴木輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰムサシ 米沢店
チャリゾウ
丸玉輪店
塚本サイクル
サイクルハウス前山
渡会自転車店
タミオ輪店
石川輪店
加藤自転車店

住所
米沢市成島町２－２９２１－１
米沢市西大通１－５－４４
米沢市西大通１－５－９
米沢市中央４－１－１４
米沢市中央４－１－７６
米沢市中田町９３３－３
米沢市直江町１１－１３
米沢市通町８－２－１３
米沢市徳町１５５－１
米沢市万世町金谷３８０－１
米沢市門東町１－４－４１
米沢市門東町１－４－４５
米沢市門東町３－１－１８
飽海郡遊佐町大字遊佐町字京田２２
飽海郡遊佐町遊佐字下タノ川１５７－４
北村山郡大石田町大字横山１６５
北村山郡大石田町大字大石田丙２１５－１

電話番号
0238-22-2713
0238-23-2923
0238-23-0037
0238-23-2048
0238-23-1108
0238-36-0118
0238-23-4110
0238-23-0923
0238-22-0634
0238-33-9296
0238-23-4530
0238-23-6426
0238-23-0028
0234-72-2308
0234-72-2198
0237-35-2732
0237-35-2319

