北関東エリア ショップリスト
バンピーパス
住所

〒311-4145 茨城県水戸市双葉台2-1

http://www.bumpy-path.com/
TEL

029-254-8501

最寄駅

TEL

0297-78-8410

最寄駅 関東鉄道常総線稲戸井駅より徒歩1分

TEL

0297-63-0940

最寄駅

TEL

0294-54-0022

最寄駅 常磐線大甕駅より徒歩１０分

TEL

0294-33-0468

最寄駅 JR常陸多賀駅または日立駅

TEL

029-855-1309

最寄駅 竹園２ バス停下車

TEL

0299-22-5521

最寄駅 ＪＲ鹿島鉄道石岡駅より徒歩 3 分

TEL

0297-45-4277

最寄駅 関東鉄道南守谷駅より徒歩20分

TEL

027-372-5550

最寄駅 ＪＲ新前橋駅より約５ｋｍ

TEL

027-363-8161

最寄駅

TEL

027-289-4141

最寄駅 JR前橋駅より約2km

TEL

027-234-5700

最寄駅

TEL

027-231-7612

最寄駅 JR前橋駅・新前橋駅よりバス県庁前バス停下車徒歩10分 自転車なら1分

TEL

0270-23-9221

最寄駅 伊勢崎駅より車で約10分 伊勢崎市民病院の隣

TEL

0270-40-5552

最寄駅

TEL

0270-27-4308

最寄駅 JR・東武伊勢崎駅より約1.4km

TEL

028-689-0195

最寄駅 ＪＲ宇都宮駅より約３km

TEL

028-637-1521

最寄駅 JR宇都宮駅、東武鉄道宇都宮駅より約10分

TEL

0284-21-2951

最寄駅

TEL

042-922-8351

最寄駅 西武新宿線 新所沢駅より 徒歩4分

TEL

042－925－3190

最寄駅 西武新宿線新所沢駅西口よりすぐ

TEL

042-949-3900

最寄駅 西武池袋線小手指駅南口よりすぐ

TEL

0492-61-4623

最寄駅 東武東上線 上福岡駅より徒歩3分

大浦輪業
住所

〒302-0033 茨城県取手市米ノ井68-2

バイシクルサービス ティンカーベル
住所

〒301-0853 茨城県龍ヶ崎市松ヶ丘1-4-19

BICYCLE PARK O2
住所

〒316-0024 茨城県日立市水木町2-42-3

http://www.bp-o2.com/

サイクルショップ イマイ
住所

〒316-0036 茨城県日立市鮎川町6-4-22

http://bicycle-imai.com/

スポーツバイク マツナガ
住所

〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-2-7

http://www.sbtm.jp/

おおえだ自転車店
住所

〒315-0014 茨城県石岡市国府 4 － 1 － 3

オンザロード
住所

302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘3-9-5

http://www.otr.co.jp/

CYCLEHOUSE WISH 高崎足門店
住所

〒370-3531 群馬県高崎市足門町824-2

CYCLE YOSHIDA 高崎店
住所

〒370-0006 群馬県高崎市問屋町4-3-2

CYCLEHOUSE WISH 前橋南店
住所

〒371-0803 群馬県前橋市天川原町1-7-5

CYCLE YOSHIDA 前橋店
住所

〒371-0027 群馬県前橋市平和町1-7-1

スポーツサイクル市川
住所

〒371-0027 群馬県前橋市平和町2-5-23

http://www16.ocn.ne.jp/~chikawa1/

リボックス
住所

〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町1093

CYCLE YOSHIDA 伊勢崎店
住所

〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3469-9

スマイルスタイルイセサキ
住所

〒372-0007 群馬県伊勢崎市安堀町203-11

http://smile-style.interest.vc/

アンタレス じてんしゃの杜
住所

〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町1462-50

http://jitensyanomori.com/

サイクルショップ カントウ
住所

〒320-0804 栃木県宇都宮市二荒町5-5

http://www.atelier-k.com/kanto/

サイクルショップ ホボ
住所

〒326-0814 栃木県足利市通6丁目3232番地

サイクルショップ タニ
住所

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町4-5-18

http://www.edge01.com/cs-tani/

アイラブサイクル アキ 新所沢店
住所

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1丁目4-9-16

アイラブサイクル アキ 小手指店
住所

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町4丁目10-10

サイクルファクトリー ARAI
住所

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-10-1

パナレーサー株式会社

http://www.cf-arai.com/

〒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

北関東エリア ショップリスト
ワイズロード・志木
住所

http://ysroad-shiki.com/

〒353-0004 埼玉県志木市本町4-4-26

TEL

048-471-0069

最寄駅 東武東上線志木駅東口より徒歩７分

TEL

0492-87-9191

最寄駅 東武東上線鶴ヶ島駅より 徒歩7分

TEL

0429-74-4490

最寄駅 JR東飯能駅より１分、西武飯能駅より７分

TEL

048-464-1187

最寄駅 東武東上線 地下鉄有楽町線 朝霞駅より 徒歩1分

TEL

0493-23-3896

最寄駅 東武東上線 東松山駅下車

TEL

048-281-0926

最寄駅 地下鉄埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅より徒歩10分

TEL

048-967-5041

最寄駅 JR越谷レイクタウン駅直結

TEL

0489-76-5441

最寄駅 東武千間台駅よりすぐ

TEL

048-960-6588

最寄駅 越谷駅または流通団地１丁目からバス。越谷警察署前から徒歩１分

TEL

048-255-4100

最寄駅 JR川口駅より徒歩８分

TEL

0494-25-3196

最寄駅 西武秩父駅より徒歩30分 秩父警察署並び

TEL

0480-21-0327

最寄駅 JR宇都宮線・東武伊勢崎線久喜駅より徒歩5分

TEL

048-471-2828

最寄駅 東武東上線志木駅より約500m

TEL

048-931-6331

最寄駅 JR草加駅より約1.2km

TEL

048-763-9303

最寄駅 東武春日部駅西口より約400m

TEL

048-772-9161

最寄駅 JR北上尾駅より約800m

TEL

048-658-2666

最寄駅 JR大宮駅東口より徒歩6分

TEL

048-863-6571

最寄駅 JR南浦和駅西口より徒歩5分

TEL

048-683-8690

最寄駅 七里駅より徒歩3分

TEL

048-688-3933

最寄駅 JR東大宮駅東口より国際興業バス「東一番街」下車

TEL

048-866-9557

最寄駅 JR南浦和駅下車西口から徒歩約5分

TEL

048-650-8750

最寄駅 JR大宮駅より徒歩約４分

TEL

04-2937-4011

最寄駅 圏央道入間I.C.より約１分（国道16号沿い）

アクスティ
住所

〒350-2205 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘1丁目1-12

サイクルハウス ミカミ
住所

http://www.mikami.cc/

〒357-0035 埼玉県飯能市柳町3-11

カネコイングス
住所

http://www.kanekoings.jp/

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-12-16

イノウエレーシングサイクル
住所

〒355-0023 埼玉県東松山市六反町8-12

サイクルショップ ハクセン
住所

〒334-0011 埼玉県鳩ヶ谷市三ツ和1-9-24

ワイズロード・越谷
住所

http://ysroad-koshigaya.com/

〒343-0826 埼玉県越谷市東町4-21-1 越谷レイクタウン内

自転車屋ATTA
住所

〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東1丁目4-6

コーダーブルーム 東越谷店
住所

http://khodaa-bloom.com/

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷7-26

コーダーブルーム アリオ川口店
住所

http://khodaa-bloom.com/

〒332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79 アリオ川口内2F

タカハシサイクル宮地店（スポーツ車主体店）
住所

〒368-0024 埼玉県秩父市上宮地町28-5

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

(有)シクロタカハシ
住所

http://496elan.com/

〒346-0003 埼玉県久喜市中央4-1-14

セオサイクル 志木店
住所

http://www.seocycle.co.jp/

〒352-0001 埼玉県新座市東北2-15-21

セオサイクル 八潮店
住所

http://www.seocycle-yashio.com/

〒340-0831 埼玉県八潮市南後谷5-1

セオサイクル 春日部店
住所

http://www.seocycle.co.jp/

〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁4613-2

セオサイクル 上尾店
住所

http://homepage2.nifty.com/seocycle-ageo/

〒362-0074 埼玉県上尾市春日2-12-4

バイシクルセオ 大宮店
住所

http://homepage2.nifty.com/bicycle-seo-omiya/

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-88

セオサイクル 南浦和店
住所

http://www2.ocn.ne.jp/~seocycle/

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-16-13

セオサイクル 大宮七里店
住所

http://www2.ocn.ne.jp/~seocycle/

〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前56-1

Bicycle Work Shop 鈴木
住所

〒337-0003 埼玉県さいたま市 見沼区深作2-4-22

ＰＯＷＥＲ ＣＯ-ＯＰ
住所

http://www.powercoop.net/

〒330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明1-10-15

ワイズロード・大宮
住所

http://ysroad-omiya.com/

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-23 イーストゲート大宮ビル1F・2F

ワイズロード・入間
住所

http://ysroad-iruma.com/

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺字３１６９番地 入間アウトレットパーク内

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

北関東エリア ショップリスト
凸坊輪店
住所

〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚18

パナレーサー株式会社

TEL

0493-72-0105

最寄駅 JR/東武小川町駅より西へ約300m

〒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

