東海エリア ショップリスト
アクタミサイクルセンター
住所

〒501-3113 岐阜県岐阜市北山1-12-14

TEL

058-243-2880

最寄駅 岐阜バス(関東山、郡上白鳥行き)大船霊友会前バス停下車

TEL

058-370-7068

最寄駅 名鉄 鵜沼宿駅より 徒歩15分

TEL

0572-67-3462

最寄駅 JR中央線瑞浪駅より約1.8km

TEL

0573-25-2339

最寄駅 ＪＲ恵那駅より約250m

TEL

0574-67-0318

最寄駅

TEL

054-285-8845

最寄駅 JR東静岡駅より約400ｍ

TEL

054-285-3740

最寄駅 静岡鉄道春日町駅より約300ｍ

TEL

054-265-3448

最寄駅 静岡鉄道 古庄駅より約700ｍ

TEL

0543-47-3881

最寄駅 静岡鉄道 狐ヶ崎駅より約500ｍ

TEL

054-352-3984

最寄駅 静岡鉄道桜橋駅より徒歩５分

TEL

0543-66-7037

最寄駅 静岡鉄道 桜橋駅より400ｍ

TEL

0547-37-3609

最寄駅 ＪＲ島田駅より徒歩５分

TEL

053-453-3885

最寄駅 JR浜松駅よりバスにて15分

TEL

053-474-5207

最寄駅 遠州鉄道遠州上島駅より西へ約800m

TEL

055-967-1151

最寄駅 JR東海道線原駅より徒歩７分。国一北側。

TEL

055-963-5655

最寄駅 ＪＲ沼津駅より徒歩約１０分

TEL

0538-43-1021

最寄駅 袋井駅より徒歩13分

TEL

052-951-0170

最寄駅 地下鉄鶴舞線浄心駅より約1000m

TEL

052-917-7213

最寄駅 名古屋市営バス 杉栄町バス停下車徒歩1分

TEL

052-937-7557

最寄駅 JR大曽根駅より南へ約1100m

TEL

052-811-3741

最寄駅 地下鉄桜通り線桜本町駅より徒歩3分 駐車場20台完備

TEL

052-251-2266

最寄駅 地下鉄・名鉄瀬戸線栄駅下車 クリスタル広場6番出口南へ3分

TEL

052-262-6548

最寄駅 JR鶴舞駅より北へ12分

川田自転車店
住所

〒509-0131 岐阜県各務原市つつじが丘 7-99

サイクルショップ ＤＡＤＤＹ
住所

http://www.daddy-jp.com/

〒509-6116 岐阜県瑞浪市 南小田町4-3

（有）ただちサイクル
住所

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町206-17

TOMOS
住所

http://www.tomos-jp.com/

〒505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中2505-1

バイシクルわたなべ カネボウ通り店
住所

http://www.bicycle-watanabe.com/

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金7丁目8-35

バイシクルわたなべ 曲金店
住所

http://www.bicycle-watanabe.com/

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金1丁目4-6

バイシクルわたなべ 北街道バイパス店
住所

http://www.bicycle-watanabe.com/

〒420-0812 静岡県静岡市葵区古庄4丁目1-3

プロショップ はるKUNIMOCHI
住所

〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川262

自転車のオオムラ 桜橋店
住所

http://ohmuracycle.com/

〒424-0842 静岡県静岡市清水区春日2-3-31

さいくる工房
住所

〒424-0841 静岡県静岡市清水区追分1-3-7

なるおかサイクル
住所

http://www.naro-jp.com/

〒427-0025 静岡県島田市大井町6-11

T'S MISONOI ミソノイ蜆塚店
住所

〒432-8024 静岡県浜松市中区鴨江3丁目74-25

サイクルショップ マイウェイ
住所

〒433-8122 静岡県浜松市中区上島6丁目25－22

じてんしゃ館 ＨＯＴ ＲＯＡＤ
住所

〒410-0311 静岡県沼津市原町中2-12-13

自転車サイト ＭｙＲｉｎｇ／マイリン
住所

http://www.myring.jp/

〒410-0883 静岡県沼津市大門町32

自転車工房 りんりん
住所

http://rinrinbike.com/index.php

〒437-0064 静岡県袋井市川井542-6

ワタキ商工(株)ニコー製作所
住所

〒462-0059 愛知県名古屋市北区駒止町1丁目116

フォーティーファイブ バイシクル
住所

http://www.45bicycle.com/

〒462-0829 愛知県名古屋市北区杉栄町2-31

(有)サワイサイクル
住所

〒461-0037 愛知県名古屋市東区百人町16

(株)カトーサイクル
住所

〒457-0007 愛知県名古屋市南区駈上2丁目8-26

カミハギサイクル栄店
住所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-27 タマザワスポーツビル1F

サイクルショップカワタ
住所

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-48-11

パナレーサー株式会社

http://www.cskawata.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

東海エリア ショップリスト
スーパーサイクル名古屋大須店
住所

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-5-27 西側1F

https://super-cycle.jp/
TEL

0120-93-1984

最寄駅 地下鉄鶴舞線大須観音駅より東へ徒歩4分

TEL

052-775-2323

最寄駅 地下鉄東山線本郷駅より徒歩3分

TEL

052-775-3654

最寄駅 猪高車庫前交差点近く

TEL

052-789-0639

最寄駅 地下鉄 東山公園駅より徒歩4分

TEL

052-726-8081

最寄駅 地下鉄東山線 本郷駅または藤ヶ丘駅より徒歩20分

TEL

052-303-0891

最寄駅 名JR関西線春田駅より徒歩5分 近鉄名古屋本線伏屋駅より徒歩10分

TEL

052-361-0123

最寄駅 名鉄ナゴヤ球場前駅より徒歩7分 JR尾頭橋駅より徒歩8分

TEL

0532-47-6707

最寄駅

TEL

0532-41-8882

最寄駅 JR二川駅より400m

TEL

0532-52-1718

最寄駅 豊橋駅より2km 豊橋北旧東海道沿い

TEL

0532-48-8550

最寄駅 豊橋鉄道南栄駅より東へ約1500m

TEL

0531-22-0438

最寄駅 豊橋鉄道三河田原駅より北へ100M右側

TEL

0565-47-2110

最寄駅 名鉄三河線竹村駅より約1キロ

TEL

0563-54-3837

最寄駅 名鉄西尾線西尾駅より蒲郡碧南線バス 御城下バス停下車

TEL

0568-75-5802

最寄駅 名鉄小牧口駅より西へ約1km

TEL

0587-56-1548

最寄駅 名鉄犬山線布袋駅より500m

TEL

0567-26-3925

最寄駅 名鉄津山駅より約200m

TEL

0566-25-7090

最寄駅 JR刈谷駅より南へ約1800m

TEL

05363-7-5151

最寄駅 車で新城駅から国道301号を北上し30分

TEL

0594-22-3446

最寄駅 近鉄益生駅より 徒歩10分 国道1号線東筋

TEL

0593-45-0757

最寄駅 近鉄内部線追分駅より徒歩5分

TEL

0595-65-0416

最寄駅 近鉄桔梗が丘駅より徒歩5分

TEL

0595-26-7555

最寄駅 近鉄芽町駅下車 西へ徒歩3分 銀座通り

WORKS
住所

〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目1番地

ねこのじてんしゃ屋さん
住所

〒464-0005 愛知県名古屋市千種区千代が丘6-10 平和ビル1F

ProWorks ASTRO
住所

〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通3-34

ジテンシャデポ 名東店
住所

〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-806

チクリタカダ
住所

〒454-0983 愛知県名古屋市中川区東春田2-225

http://cicli555.cocolog-nifty.com/

フクイサイクル
住所

〒454-0025 愛知県名古屋市中川区前並町41番地

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

CYCLE FACTORY ONO
住所

〒441-8151 愛知県豊橋市曙町字若松176-6

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

カントリーモーニング
住所

〒441-3141 愛知県豊橋市大岩町北山399-15

http://countrymorning.net/

石川サイクル
住所

〒440-0086 愛知県豊橋市下地町2-58

Cycle city RIN
住所

〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町150-1

ふたば屋輪店
住所

〒441-3421 愛知県田原市田原町東大浜93番地

http://www.futabaya.com/

ＥＧＧ’Ｓ豊田店
住所

〒473-0913 愛知県豊田市竹元町和光16番地1

http://www.sagisaka.co.jp/eggs/

じてんしゃや まるいち
住所

〒445-0891 愛知県西尾市下町御城下14-1

http://www.maruichi.org/

じてんしゃひろば遊
住所

〒485-0033 愛知県小牧市郷中1丁目197

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

BikinG
住所

〒483-8155 愛知県江南市南山町中103

http://mizuirobiking.blog21.fc2.com/

千賀サイクル店
住所

〒496-0807 愛知県津島市天王通6丁目34

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

サイクルぴっとイノウエ
住所

〒448-0812 愛知県刈谷市高須町1丁目6-10

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

サローネ・デル・モンテ
住所

〒441-1423 愛知県新城市作手高里字宮前24-5

http://www.salonedelmonte.com/

金森サイクル
住所

〒511-0000 三重県桑名市若宮町2丁目1550

http://nttbj.itp.ne.jp/0594223446/index.html

サンコー自転車商会
住所

〒510-0958 三重県四日市市小古曽1丁目9-16

http://www.cty-net.ne.jp/~sanko-bc/

細川サイクル商会
住所

〒518-0623 三重県名張市桔梗が丘3番町2-68-2

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

西川サイクル 恵美須町店
住所

〒518-0841 三重県伊賀市上野恵美須町1537-1

パナレーサー株式会社

http://www.ne.jp/asahi/nishikawa/cycle/

〒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

東海エリア ショップリスト
有限会社 クニツサイクル
住所

〒518-1152 三重県伊賀市予野字鉢屋４８１３－２５８

TEL

0595-20-1088

最寄駅 名阪国道 白樫ＩＣ 南へ３分

TEL

0593-88-6088

最寄駅 近鉄白子駅より約500ｍ

TEL

0599-43-0163

最寄駅 近鉄志摩線鵜方駅より北へ徒歩3分

ベルハンター白子店
住所

〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島町10-3

森本サイクル
住所

〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方1748-7

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

