平成27年4月1日時点

登 録 店 舗 一 覧

都道府県 登録店舗、企業

住所

電話番号

店舗ホームページURL、電子メールアドレス等

北海道

株式会社ホワイトラインバイシクル

〒 002-8006 北海道札幌市北区太平6条5丁目6-10

011-792-0763

青森県

サイクリストスペシャルタケウチ

〒 036-8001 青森県弘前市代官町104-3

0172-32-0693

岩手県

有限会社サイクルショップタニフジ

〒 020-0066 岩手県盛岡市上田1-15-18

019-622-5607

宮城県

株式会社二輪工房 佐藤

〒 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目1-3

022-234-0491

福島県

パックスサイクル

〒 963-8862 福島県郡山市菜根3-25-11

050-3635-9705

福島県

あぶくま自転車工房

〒 969-0268 福島県西白河郡矢吹町688-12

0248-53-1011

http://abukumajitensya.web.fc2.com/

茨城県

サイクルショップイマイ

〒 316-0036 茨城県日立市鮎川町6-4-22

0294-33-0468

http://www.csimai.com

栃木県

関東自転車株式会社リベルタス

〒 321-0942 栃木県宇都宮市峰2丁目4-11

028-637-7776

群馬県

CYCLE YOSHIDA

〒 370-0006 群馬県高崎市問屋町4-3-2

027-362-5315

群馬県

タケダ輪業

〒 376-0005 群馬県桐生市三吉町2-3-8

0277-47-0181

埼玉県

サイクルステーション大宮店（有限会社サイクル・ステイション）

〒 331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4-177-1

048-662-3180

埼玉県

芝川サイクル・モータース

〒 332-0017 埼玉県川口市栄町1-14-11

048-251-5365

埼玉県

自転車工房いのうえ

〒 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1096-5

048-687-7096

埼玉県

じてんしゃ屋 佳

〒 350-0231 埼玉県坂戸市泉町14-23-102

049-284-3760

埼玉県

絹自転車製作所

〒 350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂1414

049-267-5089

埼玉県

ノムラサイクル

〒 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-13

049-251-6147

埼玉県

有限会社サイクルファクトリーアライ

〒 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-10-1

049-261-4623

埼玉県

サイクルハウスMIKAMI

〒 357-0035 埼玉県飯能市柳町3-11

042-974-4490

埼玉県

大福屋

〒 358-0054 埼玉県入間市野田714-3 第一大福ビル1F

04-2934-7398

埼玉県

株式会社ACTION SPORTS

〒 335-0034 埼玉県戸田市笹目8-13-15

048-422-3800

埼玉県

サイクルショップスフィーダ

〒 349-0133 埼玉県蓮田市閏戸742-2

048-878-9642

埼玉県

ビスポシーンや

〒 360-0831 埼玉県熊谷市久保島1810-1

048-530-1290

埼玉県

有限会社アタミ

〒 333-0811 埼玉県川口市戸塚4-27-18

048-294-0055

千葉県

有限会社サイクルショップオシガモ

〒 270-2213 千葉県松戸市五香7-2-7

047-387-2698

千葉県

輪工房（有限会社ネイチャートン）

〒 278-0033 千葉県野田市上花輪1235

04-7124-6491

千葉県

有限会社石塚文化堂

〒 299-1106 千葉県君津市中島293

0439-32-2006

東京都

BEX ISOYA 晴海

〒 104-0053 東京都中央区晴海3-10-1 グラスシティ晴海1F

03-5859-5137

http://www.bex-isoya.com/

東京都

トレックストア六本木

〒 106-0032 東京都港区六本木6-15-1六本木ヒルズ六本木けやき坂通り1F

03-6303-1009

http://www.trekstore.jp/roppongi/
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http://www.hi-ho.ne.jp/tanifuji/

http://www.cyclestation.co.jp/

http://www.oshigamo.com/
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東京都

株式会社アートスポーツANNEX店

〒 110-0005 東京都台東区上野6-2-6

03-3836-1055

東京都

サイクルショップ マティーノ

〒 130-0004 東京都墨田区本所3-9-4

03-6658-4977

東京都

サイクルショップよしだ

〒 135-0042 東京都江東区木場2-5-4

03-3641-3091

東京都

KOOWHO （有限会社光風輪業商会）

〒 142-0063 東京都品川区荏原4-6-4

03-3783-7881

東京都

PROTECH 中目黒店

〒 153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-12 1F

03-5722-6541

東京都

鳴木屋輪店

〒 156-0057 東京都世田谷区上北沢5-8-1

03-3302-2640

東京都

Positivo

〒 158-0082 東京都世田谷区等々力2-7-4

03-5758-7267

東京都

株式会社フレンド商会

〒 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-8-4

03-3311-8930

東京都

フィールドエクイップメントジラフ

〒 173-0021 東京都板橋区弥生町31-6

03-3554-9039

東京都

クラフトハウス

〒 173-0037 東京都板橋区小茂根1-15-9

03-5966-3804

東京都

サイクルセンター吉岡

〒 196-0022 東京都昭島市中神町1163-7

042-541-5056

東京都

自転車コーキ屋

〒 198-0036 東京都青梅市河辺町10-11-4 橋本ビル101

0428-78-3658

東京都

ジョイトレード

〒 206-0024 東京都多摩市諏訪1-1-1ロアジール永山B1F

042-319-3749

東京都

神金自転車商会

〒 182-0007 東京都調布市菊野台1丁目20番5

042-483-7531

東京都

株式会社シクロエクスプレス

〒 106-0044 東京都港区東麻布1-4-3木内第2ビル7階

03-6277-6210

東京都

有限会社ペンギンハウス

〒 179-0073 東京都練馬区田柄4-32-4-102

03-5968-4020

神奈川県 BEX ISOYA

〒 210-0021 神奈川県川崎市川崎区元木1-3-14

044-222-3393

神奈川県 CYCLE CUBE

〒 211-0068 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1-928-1F

044-272-9925

神奈川県 ORANGE HEAD

〒 257-0003 神奈川県秦野市南矢名1889-11

0463-63-3300

http://www7b.biglobe.ne.jp/~orangehead/

神奈川県 コスナサイクル

〒 250-0001 神奈川県小田原市扇町4-7-3

0465-35-3720

www.0465.net/omise/kosuna/

神奈川県 自転車屋POP

〒 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島2-7-1

044-911-4882

http://www.pop-n.jp/

神奈川県 セオサイクル湘南台店

〒 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-19-5

0466-41-0165

神奈川県 CYCLE DOCTOR K

〒 230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-27-35

045-582-5024

神奈川県 セオサイクル大船店

〒 247-0056 神奈川県鎌倉市大船4-18-6

0467-48-2601

神奈川県 コシミズサイクル

〒 250-0032 神奈川県小田原市板橋155

0465-22-6306

新潟県

サイクルワークス Fin's

〒 940-1161 新潟県長岡市左近2-53

0258-33-8823

富山県

TOOLATE SPORTS

〒 930-0056 富山県富山市南田町1-3-10

076-425-5422

富山県

吉崎サイクル

〒 938-0036 富山県黒部市北新174-7

0765-54-0582
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www.narukiya.jp

http://www5c.biglobe.ne.jp/~gira_zt/

http://blogs.yahoo.co.jp/nopptenchou

http://kokibikeshop.web.fc2.com/

http://cycloexpress.co.jp/

http://www.koshimizucycle.com/

info@cycloexpress.co.jp

pop@pop-n.jp
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富山県

有限会社富山サイクリングセンター

〒 930-0036 富山県富山市清水町4-4-2

076-421-4688

石川県

BIKE ROUTE（株式会社サンオカモト）

〒 921-8811 石川県野々市市高橋町5-28アジュール高橋町1F

076-294-3380

山梨県

FROM-M

〒 400-0043 山梨県甲府市国母8-29-5

055-236-0505

長野県

DayDownBicycles（合同会社アリンコーポレーション）

〒 381-2226 長野県長野市川中島町今井原1073-1

026-283-7580

長野県

SPORTS CYCLE Velenyo

〒 386-1102 長野県上田市上田原1075-1

0268-75-8924

長野県

BIKE RANCH（株式会社ライコン）

〒 390-0865 長野県松本市新橋6-16LIFE STYLE MARKET内

0263-50-6884

岐阜県

アクタミサイクルセンター

〒 501-3113 岐阜県岐阜市北山1-12-14

058-243-2880

静岡県

株式会社なるおかサイクル

〒 427-0025 静岡県島田市大井町6-11

0547-37-3609

静岡県

杉山輪店

〒 422-8032 静岡県静岡市駿河区有東2丁目10-11

054-285-1598

静岡県

サイクルポップ

〒 430-0904 静岡県浜松市中区中沢町74-21

053-472-5415

愛知県

サイクルショップ サッサ

〒 470-2311 愛知県知多郡武豊町字石川1-22

0569-72-8680

三重県

金森サイクル

〒 511-0836 三重県桑名市大字江場1550

0594-22-3446

京都府

TAKENAKA

〒 602-0875 京都府京都市上京区信富町310

075-256-4863

京都府

サイクルライフショップ白星

〒 619-0216 京都府木津川市州見台三丁目17-1

0774-69-1491

大阪府

Rush Eye BICYCLE SHOP

〒 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮5丁目6-20

06-6955-9730

大阪府

Bike Works 回転木馬

〒 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路2-11-9

06-4254-7828

大阪府

Cycle Station Speed

〒 558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘2-10-1

06-6672-1333

大阪府

アトリエ ドゥ キャファ

〒 563-0023 大阪府池田市井口堂2-10-13

090-6675-9771

kijafa@maia.eonet.ne.jp

大阪府

rabbit street 江坂店（株式会社ウエコーポレーション）

〒 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-9-7

06-6330-1189

http://rabbitstreetesaka.blog.fc2.com/

大阪府

やぎサイクル

〒 569-1137 大阪府高槻市岡本町52-37

072-695-3800

大阪府

三浦輪業

〒 571-0076 大阪府門真市大池町1-33

072-881-6146

大阪府

サイクルショップCAT

〒 573-0084 大阪府枚方市香里ヶ丘12丁目22-22

072-843-7080

大阪府

カワハラダ有限会社

〒 590-0034 大阪府堺市堺区東永山園2-30

072-233-1348

大阪府

cyclestyleshop TIFARE

〒 591-8002 大阪府堺市北区北花田町3丁43-8

072-254-0897

大阪府

エンドゥドゥサービスしんかな店

〒 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町545-25-1F

072-240-1003

大阪府

サニーサイド松谷サイクル

〒 595-0011 大阪府泉大津市曽根町1-10-13

0725-32-4709

大阪府

キャノンデールジャパン株式会社

〒 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-4-19 スミソウビル9F

06-6110-9390

大阪府

ラビットストリート本店

〒 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島3-2-26

06-6683-6700
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http://www.bikeroute1.com/

http://www.ddb1.com

http://www.bikeranch.jp/

http://www.sassa-bike.com/

www.cls-hakusei.com

http://www.e-cycle.co.jp/

hakuseicycle@gmail.com
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大阪府

株式会社THE

〒 587-0011 大阪府堺市美原区丹上469-2

072-363-0440

大阪府

特定非営利活動法人ドゥ―ルース（サイクルショップ・ルース）

〒 596-0006 大阪府岸和田市春木若松町22-38サイクルピア岸和田クラブハウス

072-457-7770

大阪府

bicycleかごしま

〒 565-0825 大阪府吹田市山田北14-37-101

06-6876-0202

大阪府

工房赤松

〒 586-0094 大阪府河内長野市小山田町2493

0721-54-1548

大阪府

㈱チクロヴィータ

〒 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1丁目20-13

06-6147-2926

大阪府

bici paradiso Augurio

〒 558-0003 大阪市住吉区長居2丁目10-32

06-6696-5501

大阪府

㈱伊藤忠サイクル

〒 589-0011 大阪府大阪狭山市半田1丁目224-96

072-365-6518

www.itochucycle.com

兵庫県

ウオズミサイクル

〒 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水186-6

078-943-7778

www.uosai.com

兵庫県

有限会社ガレリア2001

〒 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通1-1ツイン雲井ビル104

078-242-7215

http://dolphin-kick.net/ga2001/

兵庫県

バイシクルストア ライドワークス（有限会社オートリック）

〒 659-0068 兵庫県芦屋市業平町6-11-101

0797-25-2511

兵庫県

サイクルセンター サンワ

〒 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通8丁目285

06-6412-3802

兵庫県

高垣自転車店

〒 669-6941 兵庫県美方郡新温泉町千原６３２－１

0796-93-0651

奈良県

株式会社キタサイクル

〒 639-1134 奈良県大和郡山市柳町79-4

0743-55-5925

〒 647-0045 和歌山県新宮市井の沢1-1センタービル1F

0735-21-5085

和歌山県 WHEEL ACTION
岡山県

株式会社ティーケーカンパニー

〒 700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-15

086-212-0088

広島県

スポーツサイクルウエキ

〒 739-0623 広島県大竹市小方一丁目25-6

0827-57-7265

広島県

サイクルハート

〒 720-0313 広島県福山市沼隅町常石2293

050-5534-2220

山口県

サイクリング・サロン・ヒロシゲ

〒 742-0005 山口県柳井市天神14-22

0820-22-0645

山口県

じてん車いしい

〒 755-0072 山口県宇部市中村3-8-37

0836-21-4614

山口県

株式会社ルモンドヴェロ

〒 747-0046 山口県防府市千日1-6-6-2

0835-23-2930

徳島県

有限会社ナカニシサイクル

〒 770-0854 徳島県徳島市徳島本町1-6

088-625-2864

香川県

有限会社アイヴエモーション

〒 769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東1000-3

0879-43-0075

愛媛県

有限会社上野サイクル

〒 790-0932 愛媛県松山市東石井5丁目8-1

089-956-3256

愛媛県

B-HOUSE

〒 794-0058 愛媛県今治市蒼社町1丁目2-21

0898-24-1901

福岡県

正屋

〒 815-0032 福岡市南区塩原1-14-4

092-555-3200

福岡県

サイクランドシライシ

〒 839-0863 福岡県久留米市国分町1995-3

0942-22-1636

熊本県

バイクストアファブリカ

〒 862-0972 熊本県熊本市中央区新大江2-9-25

096-371-3733

宮崎県

HINOサイクル

〒 880-0946 宮崎県宮崎市福島町3丁目45-1

0985-50-5508
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www.masaya.com

http://homepage2.nifty.com/hinocycle/index.html
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沖縄県

沖縄輪業株式会社

住所

電話番号

〒 900-0016 沖縄県那覇市前島2-10-3

店舗ホームページURL、電子メールアドレス等

098-943-6768

株式会社ワイ・インターナショナル直営店舗

下記リンク先の店舗で受付いたします（※上野ウェア館、新宿ウェア館、横浜ウェア館を除く）

（ワイズロード）

http://www.ysroad.net/company/index.html

サイクルヨーロッパジャパン株式会社直営店

下記リンク先の店舗で受付いたします

（ビアンキ コンセプトストア など）

http://www.cycleurope.co.jp/dealer/cej_speciality_stores.html

その他

その他

その他

トレック・ジャパン株式会社
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