
<北海道エリア> TEL

有限会社サイクル小野サッポロ 北海道 札幌市中央区北2条西24-1-1 011-621-0501

札幌じてんしゃ本舗 北海道 札幌市東区東苗穂9条3丁目8-21 011-790-1575

ホワイトラインバイシクル 北海道 札幌市北区太平6条5-6-10 011-792-0763

<東北エリア> TEL

元木輪店 青森県 青森市奥野3-11-27 017-734-2648

自転車のショーワ 秋田県 秋田市手形山中町11-7 018-833-2817

ハヤサカサイクル仙台中央店 宮城県 仙台市青葉区中央2-4-6 022-398-8195

じてんしゃ蔵守三 山形県 山形市長苗代163-3 023-645-1888

サイクルショップ　ヨシダ 福島県 福島市上浜町1-18 0245-22-2738

スポーツサイクル　サカモト 新潟県 三条市島田1-8-10 0256-32-5348

サイクルワークスFin's 新潟県 長岡市左近2-53 0258-33-8823

<関東エリア>

サイクルショップ　タジマ 群馬県 桐生市境野町2-657-1 0277-44-5170

ツチダレーシングサイクル前橋 群馬県 前橋市総社町桜が丘1276-1 027-253-2139

じてんしゃの杜 栃木県 宇都宮市岩曽町１４８２ 028-689-0195

トレイルラバーズ 栃木県 小山市喜沢1475-34　水野ハイツ102 0285-25-5132

SPACE ZEROPOINT 茨城県 つくば市要137-3 カエーズドライブイン105 029-869-8501

サイクルショップイマイ 茨城県 日立市鮎川町6-4-22 0294-33-0468

バイシクルパークO2 ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市馬渡3894-9 029-229-1402

タキサイクル 千葉県 佐倉市新臼井田22-2 043-461-7756

サイクルワークスオオタキ 埼玉県 鴻巣市新宿1-18-2 048-577-5377

バイシクルセオ 川口店 埼玉県 川口市朝日2-11-1 048-287-8298

First Bicycle 埼玉県 児玉郡上里町七本木2528-2 0495-71-7817

バイクルプラザ　ミツイキ 東京都 小平市鈴木町1-233-3 042-345-7156

ライトサイクル 東京都 江戸川区小松川3-11-1 リバーウェストＤ館１０６号 03-3685-6120

CWS サイクルワークステーション吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-11-19 東興ビル１F 0422-28-7787

L-Breath BIKE 御茶ノ水店 東京都 千代田区神田小川町3-6-8 伸幸ﾋﾞﾙ2F 03-3518-0255

L-Breath新宿店 東京都 新宿区新宿4-1-11 03-3354-8951

Y's Road 東大和店 東京都 東大和市芋窪5-1137-1 042-516-9455

Y's Roadお茶の水店 東京都 千代田区神田小川町1-6-1 03-5244-4995

Y's Road･上野ｱｻｿﾞｰ店 東京都 台東区上野3-19-4 03-3839-7939

Y's Road･府中多摩川店 東京都 府中市四谷5-42-3 042-352-3308

エンドウ商会 神奈川県 小田原市扇町1-28-28 0465-34-7517

CYCLE CUBE 神奈川県 川崎市中原区小杉御殿町1-928 044-272-9925

Y's Road 川崎店 神奈川県 川崎市川崎区砂子2-10-2  カワサキ・ミッドマークタワー 1・2Ｆ 044-221-1531

<中部エリア>

SpringWind 230 山梨県 甲府市中町433-1 055-243-5433

LIFE,,, 静岡県 静岡市葵区田町3-2 054-292-5777

石川サイクル 静岡県 静岡市葵区研屋町44-2 054-252-2877

バイシクルわたなべ　カネボウ通り店 静岡県 静岡市駿河区曲金7-8-35 054-285-8845

なるおかサイクル 静岡県 島田市大井町6-11 0547-37-3609

シィクリスタ・ヴィエント 静岡県 富士宮市宮原276-3 0544-26-6210

バイシクル　わたなべ 浜松店 静岡県 浜松市浜北区貴布祢１２００番地 プレ葉ウォーク１Ｆ 053-489-4863

ミソノイサイクル 静岡県 浜松市中区鍛冶町320-27 053-454-7108

DayDownBicycles 長野県 長野市川中島町今井原1073-1 026-283-7580

サイクルインフィニティ 長野県 長野市居町1772-7 安藤ﾋﾞﾙ1F 026-217-5471

トドロキサイクルプラザ 長野県 長野市鶴賀七瀬４２１ 026-226-7121

三沢自転車商会 長野県 塩尻市広丘原新田184-2 0263-52-1507

サイクランドマスナガ 石川県 金沢市南広岡町ハ43-1 076-231-0601

サイクルショップ　カガ 石川県 金沢市額乙丸町ｲ29-1 076-298-3302

ACTIVE CYCLE 884 富山県 富山市山室185-1 レジデンス蘭1階 076-491-7884

たかはしサイクルセンター 富山県 富山市千歳町2-9-2 076-432-8203

BICYCLE LAND M-2 富山県 高岡市駅南2丁目4-29 0766-24-2714

二塚サイクル 富山県 高岡市川原本町1-16 0776-22-2398

白崎サイクル 福井県 鯖江市柳町3-1-8 0778-51-2098

カミハギサイクル 小牧本店 愛知県 小牧市小木東1-25 0568-73-8311

じてんしゃひろば遊 愛知県 小牧市郷中1-197 0568-75-5802

SIMIZU CYCLE 愛知県 大府市東新町2-198 TMビル1F 0562-74-1711

サイクルぴっとイノウエ 岡崎店 愛知県 岡崎市緑丘2-1-4 0564-55-5606

サイクルぴっとイノウエ 刈谷店 愛知県 刈谷市高須町１丁目６番地１０ 0566-25-7090

サイクルファクトリーＡＣＣＥＬ 愛知県 豊橋市飯村北2-29-7 0532-63-5702

テックスポーツカミハギ 愛知県 稲沢市駅前3-2-6 0587-23-3011

まるいち御油宿店 愛知県 豊川市御油町上河原53-1 0533-74-7001

自転車道 愛知県 豊川市末広通1-32　ﾛﾜﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ101 0533-80-2830

ヤマシゲサイクル 愛知県 津島市今市場町4-37 0567-26-2232

カミハギサイクル緑店 愛知県 名古屋市緑区鶴が沢2-1012 052-680-7710

自転車のニコー 愛知県 名古屋市北区駒止町1-116 052-981-0170

まるいち　丁田店 愛知県 西尾市丁田町杢左10-1 0563-55-3939

QUEST 日進 愛知県 日進市栄3-2201-1 0561-73-5780

千賀サイクル中地店 愛知県 津島市中地町3-31-1 0567-55-8993

自転車のウエサカ 岐阜県 大垣市中川町2-49-3 0584-78-4265
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<近畿エリア>

WILSON CYCLE 987 三重県 桑名市大福428-1 0594-24-6122

サイクルハウスミヤタ　小津店 三重県 松阪市小津町427-1 0598-56-9577

ストラーダバイシクルズ　彦根店 滋賀県 彦根市元町1-62 0749-30-1230

ストラーダバイシクルズ　草津本店 滋賀県 草津市野路8丁目5番29号 077-566-8300

チクロイプシロン 京都府 長岡京市野添2-10-17 ソレーユYAMADA 1F 075-951-8611

コセキサイクル 京都府 京都市上京区七本松通今出川上る 毘沙門町496-17 075-463-3428

シルベストサイクル梅田店 大阪府 大阪市北区梅田2-5-2 ハービスPLAZAB1F 06-6344-3808

Y's Road･大阪店 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町2-2-9 船場藤井ビル1F 06-4705-5482

tubi 大阪府 大阪市西区靱本町1-13-16 06-6447-5020

アクオード 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野元町4-14 06-6625-0460

ラビットストリート本店 大阪府 大阪市住之江区新北島5-2-1 06-6115-2111

バイクプロショップ スクアドラ 大阪府 大阪市平野区流町1-5-14 06-6709-1557

Cycle Life Shop KOG 大阪府 東大阪市西石切町7-6-7 0729-88-0113

Bicycle Land Sakatani 大阪府 大阪狭山市茱萸木6-239-2 072-367-0208

SUNNYSIDE松谷サイクル 大阪府 泉大津市曽根町1-10-13 0725-32-4709

一条アルチメイトファクトリー箕面 大阪府 箕面市白鳥3-7-7 072-735-7710

クローバーバイシクル 大阪府 堺市西区西区浜寺諏訪森町西4丁307-1 072-247-9921

もりさいくる 兵庫県 西宮市高木東町23-8 0798-67-5166

ヤマダサイクルセンター　 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-9 078-331-2712

一条アルチメイトファクトリー宝塚 兵庫県 宝塚市宮の町3-10 0797-80-7885

AVANT GARDE 和歌山県 和歌山市紀三井寺742-18 073-460-1391

サイクルショップサンレモ 和歌山県 和歌山市東高松２丁目７−２８ 073-488-7675

<中国エリア>

giocatore 広島県 広島市佐伯区楽々園3-3-19 とくながビル 082-921-0366

サイクリングサロンヒロシゲ 山口県 柳井市天神14-22 0820-22-0645

BICYCLE PRO SHOPなかやま 岡山県 岡山市北区京橋町８−３ 086-222-5262

<四国エリア>

Cycle Science 徳島県 板野郡藍住町徳命字元村156-1 088-677-6275

ナカニシサイクル 徳島県 徳島市徳島本町1-6 088-625-2864

上野サイクル 愛媛県 松山市東石井町5-8-1 089-956-3256

杉山輪業 愛媛県 松山市本町5-6-2 089-925-4679

CYCLING SHOP ヤマネ 高知県 高知市城山町67-5 088-831-9614

B-shop OCHI 愛媛県 西条市喜多川316-1 0897-55-2048

<九州エリア>

バイクピット庄 福岡県 北九州市八幡西区割子川1-3-6 093-644-3370

Click八幡 福岡県 北九州市八幡西区鷹ノ巣1-15-1 093-883-8484

正屋 福岡県 福岡市南区塩原1-14-4 092-555-3200

正屋千早店 福島県 福岡市東区千早4丁目15-12 ザ リンドス 1F 092-410-1009

イワイスポーツサイクル 福岡県 久留米市野中町982-7 0942-32-6708

FREE RIDE HEAD SHOP 福岡県 久留米市大手町1-6 ニューウエダビル1F 0942-32-0708

サイクランド　シライシ 福岡県 久留米市国分町1995-3 0942-22-1636

たきもとサイクル 長崎県 佐世保市早苗町583-7 0956-38-4536

しゃりんかん 熊本県 熊本市中央区子飼本町3-22 096-343-3324

バイクストアファブリカ 熊本県 熊本市中央区新大江2-9-25 096-371-3733

オールウェイズバイシクル 大分県 大分市鴛野68-19 097-574-7470
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