大阪エリア ショップリスト
ラビットストリート本店

http://rabbit-street.com/category/honten/

住所 〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-2-26

TEL

06-6683-6700

最寄駅 地下鉄四つ橋線住之江公園駅より徒歩6分

TEL

06-6671-4402

最寄駅 南海電車粉浜駅から徒歩５分

TEL

06-6322-9191

最寄駅 阪急淡路駅より徒歩10分

TEL

06-6329-2395

最寄駅 阪急上新庄駅より徒歩20分 またはバス5分豊里小学校前バス停下車

TEL

06-6752-4537

最寄駅 地下鉄千日前線南巽駅より西へ800m 田島中学校前バス停前

TEL

06-6344-3808

最寄駅 大阪駅下車 梅田桜橋交差点西へ100ｍ

TEL

06-6346-7544

最寄駅 JR大阪駅より徒歩3分（駅西側）

TEL

06-6376-2209

最寄駅 地下鉄谷町線中崎町駅より2番出口をあがってすぐ

TEL

06-4802-3624

最寄駅 地下鉄 天神橋筋６丁目駅より徒歩約２分

TEL

06-6447-5020

最寄駅 地下鉄 本町駅より徒歩約３分

TEL

06-4805-0805

最寄駅 阪急十三駅より徒歩1分

TEL

06-6608-3701

最寄駅 地下鉄御堂筋線あびこ駅下車北へ徒歩５分

TEL

06-6692-1576

最寄駅 南海高野線沢之町駅下車、徒歩3分

TEL

06-4705-5482

最寄駅 堺筋本町駅徒歩4分、長堀橋駅徒歩4分

TEL

06-6768-9562

最寄駅 地下鉄長堀鶴見緑地線松屋町駅より徒歩2分

TEL

06-6951-9719

最寄駅 大阪工業大学前 城北公園通り中宮バス停前

TEL

06-4254-7828

最寄駅 京阪 森小路駅より徒歩２分

TEL

06-6353-0777

最寄駅 京橋駅より徒歩5分

TEL

06-6981-8970

最寄駅 地下鉄深江橋駅から約600m

TEL

06-6771-6153

最寄駅 JR桃谷駅、及び寺田町駅より徒歩8分

TEL

06-6625-0460

最寄駅 阪堺 北畠駅より徒歩８分、地下鉄 西田辺駅より徒歩１３分

TEL

06-6709-1557

最寄駅 地下鉄 平野駅５番出口より徒歩３分

TEL

06-6843-2588

最寄駅 阪急岡町駅下車 豊中市役所南へすぐ

TEL

06-6339-6777

最寄駅 ＪＲ岸辺駅より徒歩15分

TEL

06-6853-3908

最寄駅 阪急宝塚線豊中駅1.2km

TEL

0743-71-4705

最寄駅 近鉄生駒駅より奈良交通バスで約15分「田原台９丁目西」バス停すぐ

TEL

06-6908-3937

最寄駅 京阪 西三荘駅から東へすぐ

ウエムラサイクルパーツ

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

住所 〒559-0007 大阪市住之江区粉浜西2-7-7

サイクルショップ カンザキ エバーレ店

http://kanzakibike.com/

住所 〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路1-5-51

イトーサイクル

http://www.occn.zaq.ne.jp/itocycle/

住所 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里5-25-24

CYCLES NANGO

http://www.FP2001.com/

住所 〒544-0015 大阪市生野区巽南1-1-4

シルベストサイクル 梅田店

http://www.ne.jp/asahi/silbest/umeda/top.htm

住所 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-8

モンベルクラブ ＧＡＲＥ店

http://www.montbell.com/japanese/shop/mbs_618880.html

住所 〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-135 GARE WEST101

地・遊・回・転・軸 GyRO

http://www.gyrobike.com/

住所 〒530-0016 大阪市北区中崎2-2-5 フジタビル1F

Ｖｉａ Ｃｙｃｌｅｓ Ｖｉｌｌａｇｅ

http://www.real-retail.com/

住所 〒530-0021 大阪市北区浮田２－４－１２

ｔｕｂｉ
住所 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-13-16

さいくるわーるど IRIE
住所 〒532-0023 大阪市淀川区十三東2-6-15F

サイクルハウス アビィワン

http://www.abbey1.com/

住所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-7-2

サイクルギャラリー エバーウィン

http://www.ever-win.net/

住所 〒558-0031 大阪市住吉区沢之町1-8-20

ワイズロード・大阪

http://ysroad-osaka.com/

住所 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-2-9 船場藤井ビル1F

カタヤマサイクル

http://www.katayamacycle.com/

住所 〒542-0067 大阪市中央区松屋町1-1

プランニングベース タルタ

http://www.taruta.com/

住所 〒535-0003 大阪市旭区中宮5-3-32

バイクワークス 回転木馬

http://www.kaitenmokuba.none.or.jp/

住所 〒535-0022 大阪市旭区新森3-9-7

京橋サイクルショップ
住所 〒534-0024 大阪市都島区東野田町3丁目1-9

ＰＣ松本サイクル
住所 〒537-0011 大阪市東成区東今里3-11-11

(有)トモダサイクル

http://www.tomodacycle.co.jp/

住所 〒543-0043 大阪市天王寺区勝山3-12-1

アクオード

http://www.acquoso.com/

住所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町４丁目1-1-4 住都公団阪南団地1階

スクアドラ
住所 〒547-0032 大阪市平野区流町1-5-14

http://www.squadra.ne.jp/

シルベストサイクル 豊中店
住所 〒561-0881 豊中市中桜塚3-10-23

http://www.ne.jp/asahi/silbest/umeda/top.htm

サイクルショップ カンザキ 吹田店
住所 〒564-0004 吹田市原町3-3-2

http://www.81496.com/

アスリートワールド ガナス
住所 〒560-0014 豊中市熊野町1-8-24

http://www.aw-ganas.com/

Ｃｙｃｌｅ Ｓｐａｃｅ Ｃｌｕｅ
住所 〒575-0013 四條畷市田原台9丁目7-34

http://www5.kcn.ne.jp/~clue/

アヅマサイクル門真店
住所 〒570-0036 門真市元町15-5

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

大阪エリア ショップリスト
SuperProShop DAIKOSHI
住所 〒577-0804 東大阪市中小阪2丁目12-1

TEL

06-6723-3181

最寄駅 近鉄奈良線八戸ノ里駅より徒歩5分

TEL

06-4308-1900

最寄駅 近鉄奈良線八戸ノ里駅より徒歩15分

TEL

06-6748-6666

最寄駅 近鉄東大阪線長田駅下車。2番出口より徒歩8分

TEL

0729-96-8164

最寄駅 国道25号線東老原1丁目交差点を北へ500m

TEL

0726-74-3602

最寄駅 JR高槻駅西口徒歩10分

TEL

0726-95-3800

最寄駅 JR摂津富田駅より市営バス 福祉センター前バス停下車徒歩20分

TEL

0721-56-1120

最寄駅 近鉄・南海河内長野駅より徒歩15分

TEL

0721-54-1548

最寄駅 河内長野駅より西へ約2km

TEL

0722-72-6605

最寄駅 泉北高速鉄道とが美木多駅

TEL

072-229-5536

最寄駅 南海高野線 堺東駅より北へ10分

TEL

072-226-1891

最寄駅 南海電車堺東駅南ヘ徒歩６分

TEL

0725-32-4709

最寄駅 南海本線泉大津駅より徒歩5分 阪神高速湾岸線泉大津出口より3分

TEL

0724-64-0432

最寄駅 南海本線鶴原駅より東へ400m

遊々Bicycle タカシマ
住所 〒578-0947 東大阪市西岩田3-2-16

かいたや 長田店
住所 〒577-0016 東大阪市長田西4丁目-52

http://www.kaitaya.com/

つうばいつう
住所 〒581-0026 八尾市曙町1丁目66-1

http://www5b.biglobe.ne.jp/~twobytwo/

サイクルクラフト
住所 〒569-0066 高槻市中川町5-28

http://www.cycle-craft.net/

やぎサイクル
住所 〒569-1137 高槻市岡本町52-37

http://www.yagicycle.com/

BAOBAB
住所 〒586-0026 河内長野市寿町1-16

工房 赤松
住所 〒586-0094 河内長野市小山田町2493

http://www.kobo-akamatsu.jp/

(株)コスミッククリエイト
住所 〒590-0156 堺市南区稲葉2-2985-3

錦ロイヤル
住所 〒590-0006 堺市堺区錦綾町2丁1-18

http://www.nishikiroyal.com/

アートサイクル（有） 堺一条通店
住所 〒590-0048 堺市堺区一条通１３－１６

http://www.artbike.com/

サニーサイド松谷サイクル
住所 〒595-0066 泉大津市菅原町1-9

http://www.sunnysidebike.com/

クランク鶴原サイクル
住所 〒598-0071 泉佐野市鶴原1694

パナレーサー株式会社

http://www.rinku.zaq.ne.jp/crank/

〒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

