自転車安全整備店（山梨県）
平成29年02月01日
店名
ミネノのりもの商会
野沢輪業社
福田輪業
辻モータース
平山自転車店
佐野モータース
サイクルショップ モリサワ
寉田輪店
ホンダショップ敷島
オートショップ オカダ
㈲有泉輪業
佐藤輪店
YOU SHOP おかだ
横森サイクル
長沼モーターサイクル
内田輪業
ＹＯＵ ＳＨＯＰ ＳＫip
寺田商店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 甲府向町店
オートショップ シムラ
サイクルハンズ 甲府東店
㈲ミカサ商会
佐野輪業社
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 甲府昭和店
サイクルメイトミサワ イイジマ
福島自転車店
原サイクル
松永輪業
えんどう輪業商会
西嶋サイクルショップ
内藤モーターサイクル
㈲自転車ドーム甲府
森澤自転車店
サイクルショップ川村
岡 自転車店
森本輪業
神宮司自転車店
中山サイクルメイト
サイクルショップよねなが
サイクルハヤカワ
村松輪店
浅川サイクル
青柳サイクル
青柳自転車店
井上りんてん
Ｓｐｒｉｎｇ Ｗind 230
サイクルプラザはんだ
二輪ショップみつい
飯室自転車商会
㈲スズキ輪業
カルノーサ
青木自転車商会
サイクルショップ ナカジマ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 甲府富士見店
古川輪業
愛喜サイクル
甲州屋オートサイクル
深澤自転車店

住所
甲州市塩山上於曽１０７５
甲州市塩山上於曽４２３－９
甲州市塩山千野１２６
甲州市勝沼町下岩崎９６３
甲州市勝沼町休息１３７０－１
甲斐市篠原７３８－３
甲斐市中下条１２３６－７
甲斐市中下条１９４５
甲斐市中下条８７５－３
甲斐市島上条１６６２－３
甲斐市竜王１６８４
甲府市伊勢３－１５－１
甲府市羽黒町６６３－４
甲府市塩部４－１１－７
甲府市下河原町２－４
甲府市下曽根２５０
甲府市下鍛冶屋町９４２
甲府市丸の内１－１４－１６
甲府市向町５３５－１
甲府市国玉１０５８－１
甲府市国玉町８８５
甲府市国母１－２３－４
甲府市国母４－１－８
甲府市国母７－１０－２０
甲府市国母８－２９－５
甲府市山宮町７５９
甲府市住吉４－１４－２
甲府市小瀬町６４２
甲府市城東３－１３－２０
甲府市青沼２－５－６
甲府市青葉町１１－３６
甲府市青葉町４－１２
甲府市千塚２－５－１１
甲府市千塚３－４－１８
甲府市川田町３４８
甲府市相生３－８－３
甲府市太田町２－２１
甲府市太田町２３－７
甲府市大里町１７４６－３
甲府市池田１－１１－３５
甲府市中央２－３－８
甲府市中央３－１０－４
甲府市中央４－６－７
甲府市中央５－１－１４
甲府市中小河原６５７－２
甲府市中町４３３－１
甲府市朝気３－７－１３
甲府市天神町２－１７
甲府市東光寺１－１１－５
甲府市徳行１－１４－１８
甲府市徳行３－１３－２２
甲府市飯田２－６－９
甲府市美咲１－７－１１
甲府市富士見１－６－６
甲府市武田２－９－９
甲府市武田３－２－２４
甲府市蓬沢１－１２－２５
甲府市北新２－１０－１９

電話番号
0553-33-2269
0553-33-2657
0553-32-2510
0553-44-0544
0553-44-1160
055-276-3624
055-277-2145
055-277-2357
055-277-6746
055-277-6067
055-276-2461
055-233-9467
055-253-5444
055-252-1001
0552-28-7722
055-266-2656
055-243-8833
055-233-6606
055-236-3550
055-233-1754
055-223-6661
055-222-9494
055-224-2984
055-231-8623
055-236-0505
055-251-1355
055-235-2070
055-241-2642
0552-33-3626
055-233-7424
0552-33-5384
055-228-3970
055-252-3954
055-253-2427
0552-33-4375
0552-33-8224
055-233-9541
055-233-1426
055-241-7034
055-253-5777
0552-33-6467
055-233-5826
055-233-2676
055-233-5630
055-241-3048
055-243-5433
055-233-9751
055-252-4653
055-233-3989
055-222-8594
055-298-6345
0552-22-6348
0552-52-3190
055-255-5060
055-253-7869
055-253-2055
055-228-8855
080-1287-0566

店名
シオザワオートセールス
川上輪業
青柳サイクル
ドリームランド牛山
㈲フクダ
五味輪業商会
萩原商会
甘利モータース
畑野モータース
網野自転車店
岩崎自転車店
一瀬自転車店
㈲藤サイクル工業
ＤＣＭくろがねや 田富店
服部輪業
井上ホンダ
㈱カムイ オート昭和店
田中輪店
イオンバイク 甲府昭和店
サイクルハンズ 昭和店
イトーヨーカドー 甲府昭和店
フリーグリーン
カインズホームFC 甲府昭和店
総合のりもの店やがさき
ＤＣＭくろがねや 一宮店
オートサイクルショップ ヤノ
飯島輪業商会
雨宮輪業
イオンバイク 石和店
㈱小坂商会
SPLASH
藤本自転車商会
杉原輪業
サイクルショップ シムラ
カインズスーパーセンター 都留店
Jマート 都留店
都留スズキ販売
YAMAHA.YOU.SHOP ばらあふ
サイクルセンター カワベ
加藤ホンダ販売
Ｓ．Ｓ オオホリ
ＤＣＭくろがねや 南ｱﾙﾌﾟｽ店
中込輪業
加藤ホンダ
竹屋綜合のりもの商会
バイクヴィレッジ アトム
モータース土橋
秋山モータース
中込ホンダ商会
大森サイクル
㈲サンワオート
ＤＣＭくろがねや 河口湖店
小林輪業
木内モータース
矢ケ崎自転車店
桑原輪業
アマノサイクル
ミヤシタ輪業
小林輪店
さとうりんぎょう
吉村輪業
㈲桂自動車
宮下オート

住所
山梨市一町田中１１４２
山梨市小原西７６９
山梨市上神内川１４４
山梨市上神内川１５４３
山梨市上神内川４７－７
山梨市上石森８７－１
山梨市落合３２
上野原市四方津１９７９
上野原市上野原１６５２
上野原市上野原４６８２－２
西八代郡市川三郷町市川大門１１４７－２
西八代郡市川三郷町市川大門１３６０－１
大月市初狩町下初狩３９０
中央市山之神３０３３－５
中央市西花輪３５－３
中央市布施２３２６
中巨摩郡昭和町押越１４７－１
中巨摩郡昭和町河東中島４６１
中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区
中巨摩郡昭和町清水新居１６７５
中巨摩郡昭和町西条１３－１
中巨摩郡昭和町西条５０４７
中巨摩郡昭和町西条７７０
笛吹市一宮町一ノ宮１５６８
笛吹市一宮町竹原田１４１４
笛吹市御坂町井之上１４７５
笛吹市春日居町熊野堂４５７
笛吹市春日居町小松１１０８
笛吹市石和町駅前１６－１
笛吹市石和町四日市場１５０１－３
笛吹市石和町四日市場５７０
笛吹市石和町市部５６８－２
笛吹市石和町松本１０６５－２
笛吹市八代町南９３０－１５
都留市井倉４９４－１
都留市四日市場１５５－１
都留市四日市場６９７－１
都留市上谷３－２－６
都留市中央１－８－１７
都留市中央４－１－７
南アルプス市古市場４２７
南アルプス市在家塚５６５
南アルプス市在家塚７１４
南アルプス市十日市場９０５－２
南アルプス市小笠原２５９－１
南アルプス市上八田１４０－５２
南巨摩郡身延町古関２７０
南巨摩郡身延町飯富１８４５
南巨摩郡増穂町青柳 １２００
南巨摩郡富士川町鰍沢１７３５
南都留郡山中湖村山中８６５－１４
南都留郡富士河口湖町小立土地区画整理地内12街区1画地

南都留郡富士河口湖町船津３４９６
韮崎市若宮１－２－１５
韮崎市本町２－９－２３
富士吉田市下吉田２－２６－３３
富士吉田市下吉田３－２３－６
富士吉田市下吉田３６５
富士吉田市下吉田５２５０
富士吉田市下吉田９６７
富士吉田市下吉田東２－９－１６
富士吉田市下吉田東４－９－２５
富士吉田市松山３－７－１８

電話番号
0553-22-0706
0553-22-0218
0553-22-2091
0553-22-0176
0553-22-1141
0553-22-3172
0553-22-2858
0554-66-2629
0554-63-0227
0554-63-1031
055-272-0434
055-272-0412
0554-25-6027
055-273-3605
055-273-2037
055-273-3457
055-275-0500
0552-75-2836
055-268-7686
055-228-5521
055-268-1311
055-288-1125
055-230-8888
0553-47-0280
0553-47-3471
0552-63-1521
0553-26-2058
0553-26-2128
055-263-8021
090-4747-0088
055-298-4909
0552-62-2641
055-262-2813
055-265-2232
0554-46-6111
0554-20-3600
0554-45-0660
0554-45-2819
0554-43-6973
0554-43-6247
055-282-1353
055-288-6611
055-282-2307
055-282-5200
055-282-0436
055-285-4400
0556-38-0126
0556-42-2404
0556-22-0216
0556-22-0140
0555-62-3555
0555-83-3611
0555-72-0295
0551-22-1628
0551-22-0152
0555-22-0307
0555-22-1234
0555-22-0501
0555-22-1816
0555-22-0900
055-522-1746
0555-22-1543
0555-23-5849

店名
YSP富士吉田
オートショップ国定
オマタモータース
カムイ吉田二輪館
ホンダの清水屋
木次モータース
赤岡モータース
宮崎オートサービス
小池モータース
畑 輪店
清水利彦輪店
堀込サイクル

住所
富士吉田市上吉田６５７４－５
富士吉田市上吉田８４０－１６
富士吉田市新屋３４８－１
富士吉田市新倉２６７１－１
北杜市高根町五町田４０－１
北杜市高根町箕輪新町９－３
北杜市須玉町大豆生田６２２
北杜市須玉町東向２５２０
北杜市大泉町谷戸１８６８－１
北杜市長坂町渋沢２４０－１
北杜市長坂町長坂上条２３１３
北杜市長坂町富岡２８１９－２

電話番号
0555-22-0682
0555-22-0717
0555-22-4829
0555-22-9123
0551-47-2159
0551-47-3733
0551-42-2419
0551-42-3593
0551-38-2100
0551-32-4796
0551-32-2245
0551-32-2652

