東京エリア ショップリスト
M.D.S
住所

〒171-0044 豊島区千早4-44-8 ハイム千早1Ｆ

http://www.mds.co.jp/
TEL

03-3953-4314

最寄駅 西武池袋線東長崎駅又は都営12号線 新江古田駅より徒歩8分

TEL

03-3985-5663

最寄駅 JR高田馬場駅より徒歩4分

TEL

03-5992-8951

最寄駅 JR/西武池袋線/東武東上線/営団有楽町線池袋駅 東口西武百貨店

TEL

03-5992-4070

最寄駅 池袋駅東口徒歩6分

TEL

03-3983-8694

最寄駅 池袋駅東口徒歩3分

TEL

03-5976-1366

最寄駅 JR大塚駅より徒歩4分

TEL

03-3350-1288

最寄駅 都営地下鉄 新宿三丁目駅 C8出口地下通路直結

TEL

03-3356-2536

最寄駅 都営地下鉄新宿三丁目駅徒歩1分、JR新宿駅徒歩6分

TEL

03-5468-6031

最寄駅 東京メトロ渋谷駅15番出口より徒歩１分、JR渋谷駅東口より徒歩２分

TEL

03-3405-9614

最寄駅 JR千駄ヶ谷駅、原宿駅、地下鉄国立競技場駅より徒歩9分、北参道駅から徒歩3分

TEL

03-3405-5117

最寄駅 JR千駄ヶ谷駅、地下鉄 国立競技場駅、北参道駅より徒歩6分

TEL

03-3797-7721

最寄駅 JR渋谷駅/恵比寿駅/東急代官山駅より徒歩10分

TEL

03-3423-0094

最寄駅 地下鉄日比谷線、大江戸線六本木駅より徒歩5分

TEL

03-3440-3307

最寄駅 地下鉄南北線、三田線白金高輪駅より徒歩5分

TEL

03-3599-6584

最寄駅 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩２分

TEL

03-5545-1525

最寄駅 地下鉄南北線 溜池山王駅11番出口徒歩1分

TEL

03-3880-0633

最寄駅 つくばエキスプレス 青井駅から徒歩5分

TEL

03-3836-6168

最寄駅 JR御徒町駅徒歩５分

TEL

03-3839-7939

最寄駅 JR御徒町駅徒歩４分

TEL

03-3794-3147

最寄駅 東急目黒線西小山駅より徒歩約10分

TEL

03-3814-1007

最寄駅 都営三田線白山駅徒歩2分

TEL

03-3963-1224

最寄駅

TEL

03-3399-3741

最寄駅 JR荻窪駅よりバス10分日産自動車前下車 西荻窪駅より徒歩15分

ワークショップ モンキー
住所

〒171-0033 豊島区高田3-13-6-102

http://www.monkey-magic.com/

CWS 池袋店
住所

〒171-0022 豊島区南池袋1-28-1 西武百貨店8F

http://www.c-w-s.co.jp/

ワイズロード・池袋
住所

〒170-0013 豊島区東池袋1-27-8 原ビル1Ｆ＆3Ｆ

http://ysroad-ikebukuro.com/

ワイズロード・池袋チャーリー
住所

〒170-0013 豊島区東池袋1-43-6 D-BOXビル2階

http://ysroad-charley.com/

サイクルショップ グランビー
住所

〒170-0005 豊島区南大塚2-32-8 KMビル1F

ワイズロード・新宿
住所

〒160-0022 新宿区新宿2-19-1 BYGSビルB1F

http://ysroad-shinjyuku.com/

ワイズロード・新宿カスタム
住所

〒160-0022 新宿区新宿3-11-10 新宿311ビル1F

http://ysroad-maniac.com/

ワイズロード・渋谷
住所

〒150-0002 渋谷区渋谷2-22-14 新免ビルB1F

http://ysroad-shibuya.com/

なるしまフレンド 原宿店
住所

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷2-2-4

http://www.nalsimafrend.jp/

なるしまフレンド 千駄ヶ谷店
住所

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷2-37-7

http://www.nalsimafrend.jp/

PRO TECH 恵比寿店
住所

〒150-0011 渋谷区東2-20-16-1F

http://www.protech-kk.co.jp/

PRO TECH 六本木店
住所

〒106-0032 港区六本木6-8-21SK六本木ハイム1F

http://www.protech-kk.co.jp/

PRO TECH 白金高輪店
住所

〒108-0074 港区高輪1-2-16-1F

http://www.protech-kk.co.jp/

モンベルクラブ お台場店
住所

〒135-0091 港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ内

http://www.montbell.com/japanese/shop/mbs_689927.html

ワイズロード・赤坂
住所

〒107-0052 港区赤坂2-10-1 ワイ・インターナショナル赤坂ビル

http://ysroad-akasaka.com/

サイクルプラス
住所

〒120-0013 足立区弘道2-29-10

http://homepage2.nifty.com/cycleplus/

ワイズロード・上野
住所

〒110-0005 台東区上野3-16-3 鈴木ビル1F&2F

http://ysroad-ueno.com/

ワイズロード・上野アサゾー
住所

〒110-0005 台東区上野3-19-4

http://ysroad-asazo.com/

サイクルプロショップセキヤ
住所

〒152-0002 目黒区目黒本町6-13-5

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

ちゃりんこハウス
住所

〒112-0001 文京区白山5-5-4

http://www.charinkohouse.com/

マルエワークス
住所

〒173-0013 板橋区氷川町19-13

和田サイクル
住所

〒167-0034 杉並区桃井4-1-1

パナレーサー株式会社

http://www.wadacycle.jp/wadacycle/wadacycle1/wadacycle1.html

〒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

東京エリア ショップリスト
フレンド商会 総本店
住所

〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-8-4

http://www.friendsyokai.co.jp/
TEL

03-3311-8930

最寄駅 地下鉄丸の内線南阿佐ヶ谷駅下車 徒歩約4分

TEL

03-3399-3659

最寄駅 JR中央線西荻窪駅より徒歩約25分

TEL

03-3429-4177

最寄駅 東急世田谷線上町駅より約500m

TEL

03-3420-3365

最寄駅 東急上町駅より300m

TEL

03-3302-2640

最寄駅 京王線 上北沢駅または八幡山駅下車10分

TEL

03-3707-5630

最寄駅 東急田園都市線用賀駅より徒歩10分

TEL

03-3302-1993

最寄駅 小田急線 経堂駅北口下車 徒歩約10分

TEL

03-3411-4702

最寄駅 東急池尻大橋駅、三軒茶屋駅、または祐天寺駅より約１ｋｍ

TEL

03-3705-2345

最寄駅 東急等々力駅より徒歩１０分

TEL

03-5785-7267

最寄駅 東急尾山台駅、九品仏駅より約９００ｍ

TEL

03-5732-0840

最寄駅 東急多摩川線 矢口渡駅徒歩5分

TEL

03-3627-1779

最寄駅 地下鉄千代田線金町駅より徒歩5分

TEL

03-3651-4085

最寄駅 新宿線船堀駅・一之江駅より徒歩10分 総武線新小岩駅より徒歩15分

TEL

03-5878-3177

最寄駅 都営地下鉄一之江駅または営団地下鉄葛西駅

TEL

03-3685-6120

最寄駅 JR平井駅より約1.5km

TEL

03-3678-1750

最寄駅 都営新宿線 瑞江駅より約900m

TEL

03-5144-8254

最寄駅 大江戸線勝どき駅A2出口より約500m

TEL

03-3641-3091

最寄駅 営団地下鉄東西線「木場」駅4番出口すぐ

TEL

03-3623-0382

最寄駅 京成・都営地下鉄浅草線押上駅より徒歩２分

TEL

042-522-6632

最寄駅 JR立川駅から徒歩約9分

TEL

0423-23-6690

最寄駅 JR西国分寺駅よりすぐ。

TEL

042-304-8620

最寄駅 JR武蔵小金井駅より約５００ｍ

TEL

0422-28-7787

最寄駅 JR・京王井の頭線吉祥寺駅より徒歩7分

フレンド商会 善福寺店
住所

〒167-0041 杉並区善福寺3-13-19

http://www016.upp.so-net.ne.jp/friend-leopard/

サイクリングショップ ツバサ
住所

〒154-0017 世田谷区世田谷1丁目48-14

長谷川自転車商会
住所

〒154-0017 世田谷区世田谷１丁目45－5

鳴木屋輪店
住所

〒156-0057 世田谷区上北沢5-8-1

http://narukiya.jp/

ＢＭＸ ＲＩＯ
住所

〒158-0095 世田谷区瀬田4-24-2

http://www.bmxrio.com/

CYCLE HOUSE OZAKI
住所

〒156-0055 東京都世田谷区船橋5-20-16

http://www.ozaki-cycle.com

トレイルストア
住所

〒154-0001 世田谷区池尻1-7-8

http://www.thetrailstore.com/

ＢＩＫＥ＆ＨＩＫＥ
住所

〒158-0081 世田谷区深沢5-2-9 ニューライフ等々力1F

http://bikehike.jp/

ＰＯＳＩＴＩＶＯ（ポジティーボ）
住所

〒158-0082 世田谷区等々力6-37-15 ＶＩＰ等々力102

ワイズロード・環八・R1号
住所

〒146-0095 大田区多摩川1-36-27

http://ysroad-kanpachi-r1.com/

(有)サイクルライフ
住所

〒125-0041 葛飾区東金町3-19-8

(有)サイクルステーション ハヤシ
住所

〒132-0025 江戸川区松江3-16-5

http://www.cshayashi.com/

自転車館 とーと 江戸川店
住所

〒134-0013 江戸川区江戸川6-9-3

http://www.totocycle.com/

ライトサイクル
住所

〒132-0034 江戸川区小松川3-11-1 リバーウェストD館106

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

サイクル・ｄｅ・ターボ 瑞江店
住所

〒132-0014 江戸川区東瑞江2-52-3

http://www.ta-bo.jp/

バイシクルセオ 晴海店
住所

〒104-0053 中央区晴海1-8-1 2-34 トリトンスクエア

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

サイクルショップ よしだ
住所

〒135-0042 江東区木場2-5-4

http://www.cs-y.com/

寺田商会
住所

〒131-0045 墨田区押上1-11-6

http://home.att.ne.jp/orange/terada/

なるしまフレンド 立川店＆立川新店
住所

〒190-0022 立川市錦町1-17-22

http://www.nalsimafrend.jp/

フレンド商会 西国分寺支店
住所

〒185-0024 国分寺市泉町3-33-2-108

http://www.friendsyokai.co.jp/

ＣａｔｈｅｒｉｎｅＢｉｋｅｓ
住所

〒184-0004 小金井市本町5-39-23 Ｔコーポ1Ｆ南

http://www.catherinebikes.com/

CWS 吉祥寺店
住所

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-11-19 1F

パナレーサー株式会社

http://www.c-w-s.co.jp/

〒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

東京エリア ショップリスト
サイクルハウス イシダ
住所

〒180-0006 武蔵野市中町2-14-12

http://www.jitensya.net/7isida.html
TEL

0422-52-2384

最寄駅 JR三鷹駅下車北口より約300m

TEL

042-352-3308

最寄駅 「ちゅうバス」四谷五丁目停留所徒歩１分

TEL

042-788-3535

最寄駅 東急田園都市線「南町田駅」より徒歩1分

TEL

0427-29-4005

最寄駅 JR町田駅より約600m

TEL

0426-25-1025

最寄駅 JR・八王子駅より徒歩10分

TEL

0426-60-5307

最寄駅 京王八王子駅より徒歩7分 ＪＲ八王子駅北口より徒歩10分

TEL

0426-22-7961

最寄駅 ＪＲ西八王子駅より徒歩約７分

TEL

042-553-6521

最寄駅 JR青梅線福生駅西口より徒歩5分

TEL

042-551-0430

最寄駅 ＪＲ青梅線・牛浜駅西口下車徒歩5分

TEL

042-391-3941

最寄駅 西武新宿線久米川駅よりバスで10分

ワイズロード・府中多摩川
住所

〒183-0034 府中市四谷5-42-3

http://ysroad-fucyu.com/

モンベルクラブ グランベリーモール店
住所

〒194-0004 町田市鶴間3-4-1 グランベリーモール内

http://www.montbell.com/japanese/shop/mbs_689975.html

たかだフレンド
住所

〒194-0013 町田市原町田1丁目13-1

(有)手塚商店
住所

〒192-0074 八王子市天神町24-1

ＹＯＵ ＣＡＮ 八王子店
住所

〒192-0046 八王子市明神町4-26-8 リバーサイドビル1F

http://www.c-youcan.com/

（有）シマザキ
住所

〒193-0836 八王子市日吉町13-23

http://www.shimazaki-c.co.jp/

遊輪館
住所

〒197-0011 福生市福生660-5

http://www.u-rinkan.com/

サイクルメイト カミヤ
住所

〒197-0023 福生市志茂179

http://www.h3.dion.ne.jp/~c-kamiya/

dioss(ディオス)
住所

〒189-0024 東村山市富士見町3-13-17

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

