自転車安全整備店（山口県）
平成29年02月01日
店名
小野モータース
㈲やまさき
サイクルセンター アサノ
バイクハウス中屋
カネヤス自転車店
サイクランドたなか
浅田輪業
㈱WADA
溝部モータース
山本輪業
マックスサイクル
サイクルセンター マツナガ
トミタホンダ
サイクルショップしらい
橋本輪業
㈲山本モータース
サイクルショップやなぎ
Ｒabbit Ｓtreet 宇部店
ナカヤサイクル
本城輪業
マエダサイクル
㈲船木自動車商会
ケイケイ輪業
ソエサイクル
じてん車いしい
ジュンテンドー 厚南店
㈲山本輪業
ミスターマックス 宇部店
サイクルセンター マツナガ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宇部店
上本輪業
ＤＣＭダイキ 宇部店
ミスターマックス 綾羅木店
桑原自転車商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新下関店
河村サイクル
竹本自転車店
平和ホンダ販売 ㈲
ｻｲｸﾙﾋﾟｯﾄ240 海峡店
旭英モーター
ナガシマサイクル
オート&サイクル タケムラ
サイクルショップ ゴトウ
村田自転車店
和田サイクルセンター
古林モーターサイクル商会
サイクルショップ新地
ジュンテンドー 椋野店
マスダサイクル
サイクルピット２４０
グッデイ 長府店
中川サイクル
サイクルショップ長府
自転車屋 おおたに
ハマノサイクル
ＤＣＭダイキ 下関店
ミノベモータース
国広モータース

住所
阿武郡阿武町奈古２９０８－１
宇部市鵜之島１－３
宇部市恩田町２－２２－４２
宇部市亀浦２－１－１８
宇部市幸町１－２１
宇部市今村南２－９－１
宇部市笹山町２－５－１５
宇部市寿町１－２－２０
宇部市小野区下小野８１８８－１０
宇部市床波２－２－２２
宇部市床波２－３－３３
宇部市昭和町２－４－２
宇部市松山町１－１３－１７
宇部市松山町５－５－１１
宇部市常盤台１－１４－８
宇部市新天町２－２－６
宇部市西宇部南２－１４－２９
宇部市西小串１－３－１５
宇部市相生町６－１５
宇部市草江３－８－２
宇部市則貞２－８－３４
宇部市大字船木３２２－５
宇部市大字東須恵２６９０－４
宇部市中村３－７－１５
宇部市中村３－８－３７
宇部市中野開作４２０
宇部市東梶返３－１４－１２
宇部市東岐波１５６９－１
宇部市東岐波５６８８－２
宇部市浜町２－１－１
宇部市明治町１－１２－２４
宇部市明神町２－２－１
下関市綾羅木新町３－２－１
下関市綾羅木本町３－１－２
下関市綾羅木本町３－１３－１３
下関市安岡本町２－１０－３
下関市王司神田１－８－１５
下関市梶栗町４－３－１１
下関市観音崎町１０－１１
下関市吉見新町１－１－１
下関市今浦町５－４
下関市秋根本町２－１０－１３
下関市春日町３－１
下関市小月駅前１－６－１
下関市小月茶屋１－６－２１
下関市上田中町２－７－７
下関市新地西町１－１
下関市新椋野１－２－１
下関市清末西町１－１０－３１
下関市川中豊町６－８－２４
下関市長府才川１－６１５
下関市長府松小田本町４－１－２４
下関市長府前八幡町３－３９
下関市長府中土居本町４－２０
下関市長府中之町５－２８
下関市東大和町２－１２－１２
下関市稗田北町１３－２１
下関市彦島角倉町２－４－９

電話番号
0838-82-2063
0836-21-3453
0836-21-1241
0836-32-8665
0836-21-3826
0836-51-2364
0836-21-4444
0836-32-0221
0836-64-2021
0836-51-9202
0836-51-4837
0836-21-2926
0836-21-0257
0836-21-3963
0836-31-0378
0836-21-5322
0836-41-3298
0836-35-9899
0836-21-1388
0836-31-1925
0836-21-2916
0836-67-0260
0836-41-8149
0836-21-7051
0836-21-4614
0836-45-0755
0836-21-6688
0836-58-1000
0836-58-4077
0836-29-3200
0836-21-4346
0836-37-1120
0832-55-4300
083-252-2383
083-251-6070
083-258-5082
083-248-0438
083-259-8189
083-250-8608
083-286-2208
083-222-7466
083-256-2452
083-222-6380
083-282-4068
083-282-0926
083-222-6318
0832-22-1894
083-228-0561
0832-83-0420
0832-55-5517
083-249-0321
083-248-0026
083-245-4841
083-245-3341
083-245-0532
0832-61-4466
083-253-4363
083-266-5831

店名
㈲まるじん
㈲松永モータース
山﨑モータース
㈲藤林商会
ジュンテンドー 滝部店
㈲西島モータース
ヒロ・ツーホイルサービス
Cyclotech イチカワ
丸山二輪商会
サイクルショップくりやま
山本二輪商会
サイクルショップ マイウェイ
ミスターマックス 末武店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 周南店
ふじいサイクル花岡
ひろなかサイクル
ホシノ輪業商会
松重サイクル
サイクルショップもりかね
ふじオート
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞナフコ 玖珂店
重本サイクル
橋本自転車商会
三福輪業㈱
サイクルショップやまだ
西村商会
田丸サイクル商会
むらもとオートショップ
岡崎自転車店
サイクルショップふじい
ジュンテンドー 岩国店
ムラナカサイクル
藤山自転車店
タナカ輪業
ジュンテンドー 光店
河村自転車店
イオン 光店
岡本自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 山口湯田店
岸本自転車店
ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ山口店 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾘﾝﾘﾝ
ミスターマックス 山口店
ＤＣＭダイキ 山口店
市嶋自転車店
下川自転車店
モトライフ フジタ
グッデイ 山口小郡店
谷川自転車店
セオサイクル 山口店
本間ホンダ販売
しみずサイクル
米沢商会
ＡＮＯサイクル
木川自転車店
都濃自転車店
藤本商会
㈲ナカムラサイクル
ヤマダサイクル
イエローサイクル
山縣輪業
光 輪業
松本自転車店
サイクランド ドイ

住所
下関市彦島江の浦町２－１－１０
下関市豊浦町黒井１８２７－６
下関市豊浦町小串８－２１５
下関市豊田町矢田７２８－２３
下関市豊北町大字滝部９０２
下関市豊北町滝部８７２－３
下松市山田２６３－１８
下松市清瀬町３－１３－１６KｽﾄﾘｰﾄC
下松市大字河内６２４－２
下松市大字末武下４３９－４
下松市潮音町８－７－１１
下松市南花岡６－９－５
下松市美里町２－７－１
下松市望町２－１２－１５
下松市末武上１２３６
岩国市岩国２－７－３６
岩国市錦見５－１６－１０
岩国市錦見５－２２－１２
岩国市玖珂町３２６１－２
岩国市玖珂町５１１３－４
岩国市玖珂町６６７７－１
岩国市今津町２－５－２７
岩国市今津町４－８－１４
岩国市車町２－７－１８
岩国市周東町下久原１１０４－１７
岩国市周東町祖生４５４６－１
岩国市装束町１－３－２５
岩国市南岩国３－２８－２１
岩国市南岩国４－６５－３
岩国市尾津町１－１２－３
岩国市麻里布町５－７－２０
岩国市由宇町中央１－１０－８
熊毛郡平生町平生村１６８－３
光市上島田４－６－５
光市浅江４－１－７－３
光市中央４－４－３
光市木園１７５６－１
山口市阿東徳佐中３５１８－５
山口市葵１－１－１
山口市宮野下３００４－３
山口市黒川３７３６
山口市黒川８２－１
山口市三和町１２－２３
山口市秋穂東６２６４－２
山口市小郡下郷１３９４－６
山口市小郡下郷９３９－１
山口市小郡前田町５－３３
山口市神田町１１－４７
山口市泉都町７－７
山口市大字嘉川４３４４
山口市大字仁保下郷１６５７－１
山口市大字平井１４７０－１
山口市大内矢田北１－１１－１
山口市中市町７－２０
山口市湯田温泉２－２－５
山口市徳地堀１８１９
山口市平井７２８
山口市矢原８４８－３
山陽小野田市千代町１－８－２３
山陽小野田市大字厚狭３７３－１
山陽小野田市大須恵１１４０
山陽小野田市南竜王町１２－２１
山陽小野田市日の出３－１－３４

電話番号
083-266-1902
0837-72-0452
0837-74-0296
083-766-0229
083-784-1005
0837-82-0071
0833-46-0773
0833-48-8946
0833-46-1064
0833-41-2740
0833-41-4043
0833-44-5300
0833-41-5200
0833-45-2333
0833-44-8358
0827-41-0564
0827-41-1581
0827-41-0935
0827-82-4615
0827-82-3695
0827-82-7300
0827-24-3642
0827-21-0574
0827-21-1684
0827-84-0215
0827-85-0327
0827-21-4616
0827-31-6215
0827-31-7039
0827-31-3741
0827-29-0080
0827-63-0502
0820-56-2365
0833-77-0531
0833-74-0070
0833-71-0258
0833-71-3195
083-956-0301
083-901-3055
083-924-0250
083-995-0611
083-921-8300
083-921-1222
083-984-3450
083-972-2059
083-972-1139
083-976-0555
083-922-5866
083-929-3707
083-989-2124
083-927-0718
083-922-2880
0839-27-2620
083-922-1413
083-922-1268
0835-52-0033
083-925-4500
0839-21-1533
0836-83-2529
0836-72-0347
0836-88-0351
0836-88-0808
0836-83-3049

店名
中尾輪業
原田サイクル商会
河口ホンダ販売
ヨシワ商会
ワンツーサイクル
サイクルギャラリー周南
橋本モータース
水津二輪商会
小田二輪商会
サイクルショツプのん
㈲山本モータース 本店
杉本サイクル
久保モータース
東 自転車店
タナベサイクル
ジュンテンドー 周南店
you SHOP 大倉
のぞいわサイクル
ジュンテンドー 緑町店
杉山モータース
しのはら商会
日出男商会
カワタサイクル
西嶋サイクル
東自動車商会
あきやまサイクル
森田自転車店
伊藤自転車店
三輪輪業
中矢自転車店
田中輪業
サイクルショップ NAGACHARI
ジュンテンドー 東萩店
藤井自転車店
ＤＣＭダイキ 萩店
佐伯輪業
サイクルショップ フジワラ
㈲冨士商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 防府店
福富商会
カサハラサイクル
サワダサイクル
自転車のＪim
自転車館びーくる
新田ホンダ
田中自転車店
サイクルショップ フルヤ
ＤＣＭダイキ 三田尻店
㈱ル･モンド･ヴェロ
フクダサイクル
石川サイクル
㈱バイクショップ シゲムラ
たぶちのりものセンター
イオン 防府店
サイクルショップ オカモト
サイクルショップ KENYAMA
ベストホンダ車輌販売
ミスターマックス 柳井店
周防輪業
末広自転車店
サイクルセンター ヒロシゲ

住所
山陽小野田市北竜王町４－７
山陽小野田市目出新町７０１５－２
山陽小野田市有帆７２２－３
周南市遠石３－３－１９
周南市岐山通り３－６
周南市慶万町１－２７
周南市古泉１－８－２０
周南市松保町８－１８
周南市上遠石町２－２３
周南市城ケ丘１－２－３１
周南市新宿通り２－２３
周南市須々万本郷６３８－２
周南市大字鹿野上３２４７－１
周南市大字大島１０７３－６
周南市都町１－１
周南市道源町８－２０
周南市二番町３－４１０２－３
周南市野村南町４９７６日新製鋼内
周南市緑町２－２５
大島郡周防大島町西屋代１６１６－６
長門市三隅下１３６１－１
長門市仙崎８４３－１
長門市東深川８０２－６
長門市日置上６０４７－２
長門市油谷新別名１０９７－１
長門市油谷新別名１２６４－５
萩市熊谷町２０
萩市古萩町２５－１
萩市呉服町２－１３
萩市新川東区の２
萩市大井３２９２－４
萩市大字御許町１４３
萩市大字椿東２９４０－１
萩市土原２区２４５
萩市土原４２３
萩市平安古町２７４－８
萩市堀内２５８－１３
美祢市大嶺町東分３４２３
防府市駅南町４－１１
防府市沖今宿２－１３－３３
防府市華園町３－３２
防府市華城中央１－４－５９
防府市開出西町５－２２
防府市高倉２－１２－２２
防府市松原町２－３１
防府市新田１－８－１１
防府市新田５７８－１
防府市新田字切貫７２
防府市千日１－６－６－２
防府市大字高井５４１－１
防府市大字台道３５３－１
防府市大字田島３１９－２
防府市大字田島５２５－２
防府市中央町１－３
防府市美和町５－１１
防府市牟礼大字９９２－５
防府市牟礼柳３０－２２
柳井市駅南１－１１
柳井市大字古開作２７６－３
柳井市中央３－２－４５
柳井市天神１４－２２

電話番号
0836-84-0607
0836-83-2919
0836-83-3268
0834-21-3273
0834-21-7971
0834-31-5003
0834-62-4087
0834-21-1117
0834-21-6359
0834-28-0710
0834-21-4841
0834-88-0717
0834-68-2020
0834-84-0641
0834-21-1613
0834-61-4377
0834-32-9387
0834-63-0104
0834-27-1366
0820-74-3090
0837-43-0305
0837-26-0955
0837-22-3094
0837-37-2929
0837-32-0064
0837-32-1380
0838-22-0274
0838-22-0609
0838-22-2778
0838-22-0539
0838-28-0014
0838-21-7686
0838-24-2012
0838-22-1672
0838-26-2601
0838-22-1763
0838-22-0946
0837-52-0168
0835-27-1227
0835-38-0068
0835-22-4033
0835-22-3287
0835-22-3151
0835-22-0019
0835-22-2276
0835-22-3760
0835-22-3297
0835-24-7755
0835-23-2930
0835-23-8300
0835-32-0709
0835-24-2888
0835-22-1214
0835-24-5721
0835-21-0518
0835-21-4120
0835-38-1345
0820-23-8880
0820-22-1447
0820-22-0332
0820-22-0645

