南関東エリア ショップリスト
じてんしゃ屋 TOKI
住所

〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1211-3

TEL

043-209-1351

最寄駅 京成千原線千葉寺駅から徒歩10分

TEL

043-295-1193

最寄駅 JR土気駅から2kmバスで5分

TEL

043-293-8501

最寄駅 JR誉田駅から300m

TEL

043-271-6544

最寄駅 JR総武線新検見川駅北口下車

TEL

043-239-7370

最寄駅 京成稲毛駅から徒歩8分、ＪＲ稲毛駅から徒歩17分

TEL

043-251-1057

最寄駅 JR西千葉駅から700mモノレール作草部駅から500m

TEL

043-211-0015

最寄駅 JR海浜幕張駅から800m

TEL

047-431-1188

最寄駅 JR船橋駅から600m、京成船橋駅から500m

TEL

047-437-2829

最寄駅 JR南船橋駅から700m

TEL

047-434-8765

最寄駅 JR南船橋駅から800m

TEL

047-402-6681

最寄駅 JR南船橋駅から徒歩10分、京成本線船橋競馬場前駅から徒歩5分

TEL

047-422-4123

最寄駅 JR東船橋駅北口から徒歩1分

TEL

04-7153-3796

最寄駅 東武野田線初石駅から徒歩3分

TEL

0436-23-5706

最寄駅 JR内房線・小湊鉄道五井駅下車

TEL

0436-21-2626

最寄駅 JR内房線五井駅からBIKEで7分

TEL

0438-22-3169

最寄駅 JR内房線木更津駅から徒歩10分

TEL

0471-85-1705

最寄駅 JR常磐線天王台駅南口から徒歩5分

TEL

047-387-2698

最寄駅 新京成線五香駅東口から徒歩5分

TEL

047-340-5200

最寄駅 JR新松戸駅から400m

TEL

047-372-1850

最寄駅 JR市川駅からバスで15分

TEL

04-7174-6551

最寄駅 新京成電鉄五香駅から1500m

TEL

04-7137-1831

最寄駅 つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から徒歩9分

TEL

043-461-7756

最寄駅 京成臼井駅から1.2km

ケンドーサイクル
住所

〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘6-60-12

サイクルショップ ナンバーワン
住所

〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町2-6-48

http://www3.big.or.jp/~number-1/

サイクルショップ ミズタニ花園店
住所

〒262-0021 千葉県千葉市花見川区花園5-12-6

http://www.tunesaburou.com/

CycleHouse GIRO
住所

〒261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3－1－30

http://www.cyclehouse-giro.jp/

セオサイクル 千葉店
住所

〒263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町1-11-14

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

セオサイクル 幕張ベイタウン店
住所

〒261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬2-6 パティオス4番街

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

セオサイクル 船橋店
住所

〒273-0005 千葉県船橋市本町2-14-4

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

バイシクルセオ ららぽーと店
住所

〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーと1 1F

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

バイシクルセオ ららぽーとＷＥＳＴ店
住所

〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとWEST 3F

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

ワイズロード・船橋
住所

〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-2-7

http://ysroad-funabashi.com/

ＺＵＮＯＷ ＥＡＳＴ
住所

〒273-0002 千葉県船橋市東船橋2-9-9-105

http://www.zunoweast.jp/

セオサイクル 初石店
住所

〒270-0121 千葉県流山市西初石2-9-19

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

Project-K
住所

〒290-0056 千葉県市原市五井3037-1パルシャス21B-101

http://www.a-projk.com/

ｂｉｋｅ ｅｎｅｒｇｙ ＫＲＧ
住所

〒290-0056 千葉県市原市五井8987

カヤギサイクル
住所

〒292-0065 千葉県木更津市吾妻1-2-9

http://www.kayagicycle.com/

べるサイクル
住所

〒270-1143 千葉県我孫子市天王台2-2-22 コーポタナアミ1F

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

(有)サイクルショップ オシガモ
住所

〒270-2213 千葉県松戸市五香7-2-7

http://www.oshigamo.com/

セオサイクル 新松戸店
住所

〒270-0034 千葉県松戸市新松戸4-57-2

http://www.seo-smd.com/

ＴＡ－ＢＯ
住所

〒272-0832 千葉県市川市曽谷5-13-4

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

ジョイサイクル ムラヤマ
住所

〒277-0043 千葉県柏市南逆井1-11-1

http://homepage2.nifty.com/jcm/

サイクルショップHODAKA 柏の葉店
住所

〒332-0033 千葉県柏市十余二363-11

http://d.hatena.ne.jp/hdk-kashiwa/

タキサイクル
住所

〒285-0862 千葉県佐倉市新臼井田２２－２

パナレーサー株式会社

http://www.takicycle.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

南関東エリア ショップリスト
CYCLE HOUSE KEN
住所

http://www.cyclehouse-ken.com/

〒286-0221 千葉県富里市七栄651

TEL

00476-93-2523

最寄駅

〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1114 ZENビル

TEL

04-7092-0478

最寄駅 JR外房線安房鴨川駅から徒歩1分

TEL

045-342-4587

最寄駅 横浜市営地下鉄高島駅から徒歩8分、JR桜木町駅から徒歩11分

TEL

045-331-2626

最寄駅 JR保土ヶ谷駅相鉄線天王寺駅から徒歩6分

TEL

045-342-1420

最寄駅 相鉄本線和田町駅から300m

TEL

045-910-6201

最寄駅 横浜市営地下鉄中川駅から400m

TEL

045-306-2320

最寄駅 相鉄本線瀬谷駅から700m

TEL

045-782-3717

最寄駅 京浜急行金沢文庫駅から400m

TEL

045-701-6013

最寄駅 京浜急行金沢文庫駅から徒歩2分

TEL

045-226-9920

最寄駅 ＪＲ関内駅から徒歩10分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩5分

TEL

045-543-1951

最寄駅

TEL

045-822-1195

最寄駅 地下鉄1号線上永谷駅

TEL

045-989-0945

最寄駅 東急田園都市線青葉台駅から徒歩4分

TEL

044-222-3393

最寄駅 JR川崎駅から徒歩10分

TEL

044-266-7480

最寄駅 京急大師線東門前駅

TEL

044-766-9072

最寄駅 JR武蔵中原駅から東急バスにて能万寺バス停下車進行方向へ70m

TEL

044-272-9925

最寄駅

TEL

044-911-4707

最寄駅 小田急生田駅下車2分

TEL

044-931-6360

最寄駅 小田急線・南武線徒歩5分

TEL

044-814-2933

最寄駅 東急二子新地駅または高津駅

TEL

0468-33-0067

最寄駅 京急久里浜線北久里浜駅から400m

TEL

042-779-5255

最寄駅 ＪＲ橋本駅から徒歩2分

TEL

0463-33-1002

最寄駅 JR平塚駅からバスで浜岳下車すぐ

ZEN
住所

http://zenjp.com/bicycle.htm

ワイズロード・横浜
住所

http://ysroad-yokohama.com/

〒286-0221 神奈川県横浜市西区桜木町6-31 日本自転車競技会ビル

ブルー ウィート サイクル
住所

http://www2u.biglobe.ne.jp/~bwc/

〒240-0004 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2-167

スポーク ステージワン店
住所

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

〒240-0066 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町2－6 エクセルコート1階

スポーク 都筑店
住所

〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1－29

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

スポーク 瀬谷店
住所

〒246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-4-5

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

コギー 金沢文庫
住所

〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-4-1

木下サイクルスポーツ
住所

〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町148

BIKE TOWN
住所

〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1

http://www.d7.dion.ne.jp/~bt-yoko/

(有)ヤマモトサイクル
住所

〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西5-4-16

サイクルショップ フルヤ
住所

〒233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷4-1-18

銀輪轍屋自転車店
住所

〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-19-1

http://wadachiya.com/

バイシクル いそや
住所

〒210-0021 神奈川県川崎市川崎区元木1-3-14

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

ウスイ輪業
住所

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町15-2

(有)野川輪業
住所

〒216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川536

http://nogawa.cc/

CYCLECUBE（サイクルキューブ）
住所

〒211-0068 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1-928

http://www.cyclecube.com/

サイクランド ヤマダ
住所

〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田7-9-3

http://www.yamada-racing.org/shop.htm

サイクルプロショップ ワカツキ
住所

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸31656-1

http://www7.plala.or.jp/cpswakatsuki/

ｂｉｋｅ ｒｏｏｍ ｓｉｎ
住所

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-10-13

http://www.bikeroomsin.com/

ウーノ相馬
住所

〒239-0807 神奈川県横須賀市根岸3-1-5 シーアイマンション1F

サイクルショップ Ｃｉｃｌｉｓｔａ
住所

〒229-1103 神奈川県相模原市橋本3-15-2-101

http://www.ciclista.jp/

（有）ヒジカタサイクル
住所

〒254-0824 神奈川県平塚市花水台31-5

パナレーサー株式会社

http://www.hijikatacycle.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

南関東エリア ショップリスト
ヒラコサイクル
住所

〒249-0006 神奈川県逗子市逗子5-4-34

http://www.hirako.com/
TEL

0468-73-5000

最寄駅 JR逗子駅・京浜急行新逗子駅から徒歩5分

TEL

0466-30-5373

最寄駅 JR辻堂駅から徒歩15分

TEL

046-273-0282

最寄駅 小田急南林間駅から徒歩2分

TEL

0465-45-0815

最寄駅 JR鴨宮駅から1100m

TEL

0465-74-1630

最寄駅 伊豆箱根鉄道大雄山線和田河原駅下車すぐ

TEL

0463-95-3842

最寄駅 小田急線伊勢原駅から徒歩７分（全力疾走2分）

TEL

0463-73-3996

最寄駅 JR二宮駅から西へ1km

TEL

0465-84-1781

最寄駅 JR上大井駅から1km

TEL

0555-22-1816

最寄駅 富士急行線下吉田駅から徒歩5分

TEL

0551-22-1834

最寄駅 JR韮崎駅から南へ1.5km

TEL

0479-22-0440

最寄駅 JR銚子駅から徒歩2分

セオサイクル 辻堂店
住所

〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町3-18-27

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

セオサイクル 南林間店
住所

〒242-0006 神奈川県大和市南林間1-2-14

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

セオサイクル 小田原ダイナシティ店
住所

〒250-0872 神奈川県小田原市中里313-12

http://www.geocities.jp/seo_dynacity/

カオル商会
住所

〒250-0112 神奈川県南足柄市和田河原578

Ｃ．Ｈ．ＤＯＮＫＥＹ
住所

〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原3-3-3

CHESTNUT（チェスナット）
住所

〒259-0124 神奈川県中郡二宮町山西124-4

足柄（あしがら）サイクル
住所

〒258-0016 神奈川県足柄上郡大井町上大井36

http://asigaracycle.karou.jp/

小林輪店
住所

〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田5250

韮崎サイクル
住所

〒407-0024 山梨県韮崎市本町3丁目3-30

https://sites.google.com/site/nirasakicycle/

一心堂サイクル
住所

〒288-0044 千葉県銚子市西芝町2-14

パナレーサー株式会社

http://www.cycle-issindo.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

