北海道・東北エリア ショップリスト
サイクルショップナカムラSAPPORO
住所

http://www.csnakasp.com/

〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目2番 サンアイビル1F

TEL

011-272-1811

最寄駅 JR札幌駅より徒歩2分

TEL

011-859-5555

最寄駅 地下鉄東豊線福住駅下車 千歳方面へ徒歩10分

TEL

011-891-2288

最寄駅 JR厚別駅西口より徒歩5分

TEL

011-643-3188

最寄駅 地下鉄琴似駅から徒歩4分、JR琴似駅から徒歩10分

TEL

011-707-7005

最寄駅 JR新川駅より徒歩3分（琴似栄町通り沿い）

TEL

0138-47-3288

最寄駅 JR函館本線五稜郭駅より車で10分 国道5号線と産業道路交差点前

TEL

0138-51-1001

最寄駅

TEL

0126-22-2089

最寄駅 JR岩見沢駅より徒歩10分

TEL

0143-22-6032

最寄駅 JR室蘭駅より徒歩5分

TEL

0155-23-7101

最寄駅 JR帯広駅より約2km

TEL

0155-24-3088

最寄駅 JR帯広駅より約300ｍ 国道236号沿い

TEL

0157-23-0337

最寄駅 JR北見駅より徒歩25分

TEL

0166-51-0532

最寄駅 あさでん12,22,80番 道北バス29,30,34,36,209番で大町2-10下車30秒

TEL

0177-65-1764

最寄駅 JR青森駅から約4km

TEL

0172-29-1820

最寄駅 奥羽本線弘前駅より弘南バスにて約10分

TEL

018-833-2817

最寄駅 JR秋田駅東口より秋田大学方面へ徒歩10分

TEL

018-862-6261

最寄駅 JR秋田駅より西へ約1500m

TEL

0184-43-3278

最寄駅 国道7号線・駅の信号より北西へ車で3分

TEL

019-641-1950

最寄駅 JR厨川駅より西へ約700m

TEL

019-622-5607

最寄駅 JR上盛岡駅より西へ約400m

TEL

019-622-3243

最寄駅 JR東北本線 盛岡駅

TEL

019-651-4100

最寄駅 JR東北本線 盛岡駅

TEL

019-622-5595

最寄駅 JR盛岡駅・上盛岡駅より約800m

サイクルプラザ
住所

http://www.cycleplaza.com/

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目1-55

サイクルショップ さとう
住所

〒004-0062 札幌市厚別区厚別西2条2丁目3-9

(有)サイクルファクトリー
住所

http://www.cy-factory.com/

〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条7丁目5-16

アティック
住所

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

〒001-0026 札幌市北区北26条西17丁目3-14

サイクルショップ いしだ
住所

〒040-0000 函館市千石川町62番地

マルイチモーター
住所

〒041-0853 函館市中道1丁目22-1

サイクルショップ ひらの
住所

〒068-0025 岩見沢市5条西11丁目

サイクルショップ むらい
住所

〒051-0016 室蘭市幸町5-8

パナソニックショップ カマダ
住所

〒080-0807 帯広市東7条南4-1

ＣＹＣＬＥＳ大角
住所

〒080-0010 帯広市大通南13-8

サイクルショップ のむら商会
住所

〒090-0064 北見市美芳町4丁目6-18

吉田輪業スポーツ商会
住所

http://www.yoshey.com/uma/

〒070-0000 旭川市住吉町1条(春光サティ前)

サイクルショップ ピエタ
住所

http://www9.ocn.ne.jp/~cycle/pieta/pieta_home.html

〒030-0963 青森県青森市中佃1-28-4

モンベルクラブ 弘前店
住所

http://www.montbell.com/japanese/shop/mbs_689976.html

〒036-8091 青森県弘前市高崎2丁目15-1 さくら野弘前別館ラフォルテ１Ｆ

SHOWA
住所

〒010-0854 秋田県秋田市手形山崎町3-34

http://www.showa-akita.com/

サイクルショップ タカハシ
住所

〒010-0921 秋田県秋田市大町1丁目6-27

見留サイクル
住所

〒018-0118 秋田県にかほ市象潟町2丁目塩越46

http://www5.ocn.ne.jp/~mitome/

サイクルショップ タニフジ みたけ店
住所

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ4-24-25

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

サイクルショップ タニフジ 上田店
住所

〒020-0066 岩手県盛岡市上田1-4-3

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

サイクルオダシマ
住所

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通1-6-33

有坂輪業
住所

〒020-0874 岩手県盛岡市南大通2-1-14

株式会社 佐々宗輪店 中央店
住所

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-9-24

パナレーサー株式会社

http://www10.ocn.ne.jp/~sasasou1/

〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生250

お客様相談室 TEL：0795-82-6806（通話料有料）
受付時間 9：00～17：00 ※土日祝日を除く

北海道・東北エリア ショップリスト
株式会社 佐々宗輪店 上田店
住所

〒020-0066 岩手県盛岡市上田4-14-9

http://www10.ocn.ne.jp/~sasasou1/
TEL

019-651-1449

最寄駅 JR上盛岡駅より約1500m

TEL

019-636-0643

最寄駅 JR東北本線 仙北町駅

TEL

019-637-2221

最寄駅 JR岩手飯岡駅より約900m

TEL

0193-62-0766

最寄駅

TEL

0191-23-5412

最寄駅

TEL

0198-23-2024

最寄駅 JR東北本線 花巻駅

TEL

0234-22-0921

最寄駅 JR酒田駅より約900m

TEL

0238-23-2048

最寄駅 JR米沢駅より約2.5km

TEL

022-243-5454

最寄駅 宮城交通バス 西多賀支所入口停留所下車徒歩1分

TEL

022-223-1618

最寄駅 JR仙台駅西口より徒歩20分 地下鉄広瀬通駅より徒歩10分

TEL

022-266-8770

最寄駅 JR仙台駅より西へ約700m

TEL

022-286-5151

最寄駅 JR仙台駅よりバス 古城3丁目バス停下車徒歩3分

TEL

0225-22-3937

最寄駅 ＪＲ石巻駅より約1.7km

TEL

0229-42-2308

最寄駅 JR石巻線涌谷駅より700m(涌谷郵便局そば)

TEL

0244-23-3357

最寄駅 JR常磐線原ノ町駅より徒歩10分

TEL

024-576-2444

最寄駅 阿武隈急行線 保原駅より徒歩5分

吉田輪業商会
住所

〒020-0863 岩手県盛岡市南仙北2-24-20

サイクルミノル
住所

〒020-0835 岩手県盛岡市津志田19-18

http://www.cycle-minoru.com/

すがのサイクル
住所

〒027-0039 岩手県宮古市河南1-3-15

http://www.rnac.ne.jp/~c-sugano/

あべまさサイクル
住所

〒021-0021 岩手県一関市中央町1-9-20

大原ホンダ
住所

〒025-0063 岩手県花巻市下小舟渡540-11

上ノ山自転車
住所

〒998-0045 山形県酒田市ニ番町12-30

http://www.dewazi.or.jp/uenoyama/

サイクルプラザ セイリン
住所

〒992-0045 山形県米沢市中央4-1-14

http://www.omn.ne.jp/~seirin/

まつもとサイクル
住所

〒982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀4-6-7

http://www.d1.dion.ne.jp/~amvna/

（株）自転車の山口屋
住所

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-15-40

バイクスポーツ イング
住所

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目11-21

http://www.ingsendai.com/

サイクルプラザ ダイシャリン
住所

〒984-0826 宮城県仙台市若林区若林5-11-23

http://www.daisharin.co.jp/

中村サイクルセンター
住所

〒986-0834 宮城県石巻市門脇町５－１２－５

http://www3.ocn.ne.jp/~cycle-n/

サイクルライブ いのうえ
住所

〒987-0162 宮城県遠田郡涌谷町本町73

佐藤じてんしゃ屋
住所

〒975-0001 福島県南相馬市原町区大町1-1

さとうサイクル
住所

〒960-0614 福島県伊達市保原町磐前通5

パナレーサー株式会社

〒669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生250

お客様相談室 TEL：0795-82-6806（通話料有料）
受付時間 9：00～17：00 ※土日祝日を除く

