近畿エリア ショップリスト
ｉｓｅｋｉ
住所

〒525-0023 滋賀県草津市平井１丁目19-7 エクセレントＵ １階

TEL

077-563-3594

最寄駅 ＪＲ草津駅より約９００ｍ

TEL

077-561-6560

最寄駅 JR草津駅より徒歩2分

TEL

0775-87-3463

最寄駅 JR野洲駅より約1100m

TEL

0748-48-2354

最寄駅 近江鉄道五箇荘駅から約2ｋｍ

TEL

075-341-2101

最寄駅

TEL

075-921-8679

最寄駅

TEL

075-781-2632

最寄駅 京阪出町柳駅より北へ400m

TEL

075-781-7801

最寄駅 叡山電鉄修学院駅徒歩１分

TEL

075-722-0766

最寄駅 京阪出町柳駅徒歩１5分 市バス一本松バス停スグ

TEL

075-467-9598

最寄駅 京福電鉄北野白梅町駅徒歩3分

TEL

075-463-3428

最寄駅 地下鉄烏丸線今出川駅より西へ約900m

TEL

075-391-1600

最寄駅 阪急嵐山線上桂駅より約200m

TEL

075-691-8247

最寄駅 JR西大路駅より徒歩10分 市バス羅城門バス停より5分

TEL

075-496-7177

最寄駅 地下鉄 北大路駅より約500ｍ

TEL

075-467-8155

最寄駅 京福 北野白梅町駅より約800ｍ

TEL

075-646-1644

最寄駅 近鉄 伏見駅より約150ｍ

TEL

075-583-5114

最寄駅 地下鉄 椥辻駅より約200ｍ

TEL

0774-65-3533

最寄駅 JR同志社駅より徒歩1分 近鉄京都線興戸駅より徒歩3分

TEL

075-952-6177

最寄駅 阪急京都線長岡天神駅より1100m

TEL

0771-22-1001

最寄駅 JR亀岡駅より西へ徒歩5分

TEL

0773-27-3718

最寄駅 JR福知山駅よりJRバス岩崎バス停から1.5km

TEL

0773-62-5372

最寄駅 ＪＲ東舞鶴駅より北へ500ｍ

TEL

0774-94-2986

最寄駅 JR祝園駅/近鉄新祝園駅下車 車は京奈和道路精華学研インター

ディオワールド 草津店
住所

http://www.dioworld.jp/

〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1丁目23-1

サイクルハウス ポケット
住所

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原481-34

サイクルショップ ライフ
住所

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

〒529-1443 滋賀県東近江市五個荘北町屋町３４８－４

イワイサイクルセンター木津屋橋店
住所

〒600-8248 京都市下京区大宮通木津屋橋下ル上中之町18

イワイサイクルセンター久世店
住所

〒601-8248 京都市南区久世殿城町162

（有）アイバサイクル
住所

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

〒606-0000 京都府京都市左京区川端通御陰橋下ル

自転車のきゅうべえ修学院店
住所

http://www.qbei.jp/

〒606-8004 京都府京都市左京区山端川端町6-6

自転車のきゅうべえ下鴨店
住所

http://www.qbei.jp/

〒606-0816 京都府京都市左京区下鴨松ノ木町71-2

自転車のきゅうべえ白梅町店
住所

http://www.qbei.jp/

〒603-8331 京都府京都市北区大将軍西町180-1

コセキ サイクリングセンター
住所

〒602-8325 京都府京都市上京区七本松通今出川上る毘沙門町496-17

トーヨーサイクル
住所

〒615-8281 京都府京都市 西京区松尾木ノ曽町59-9

http://toyocycle.sakura.ne.jp/

サイクル ニシムラ
住所

〒601-8465 京都府京都市南区唐橋花園町63

ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ 北大路西店
住所

〒603-8167 京都府京都市北区小山西大野町３７

http://www.konscycle.com/

ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ 上七軒店
住所

〒602-8325 京都府京都市上京区七本松通今出川毘沙門町４８４

http://www.konscycle.com/

ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ 伏見店
住所

〒612-0087 京都府京都市伏見区深草紺屋町４

http://www.konscycle.com/

ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ 山科店
住所

〒607-8162 京都府京都市山科区椥辻草海道町３８－４２

http://www.konscycle.com/

419プレスト
住所

〒610-0332 京都府京田辺市興戸久保6-1

サイクルショップ ポッポ
住所

〒617-0814 京都府長岡京市 今里西ノ口8-7

http://homepage1.nifty.com/npoppo/

Cycle Sports KANEDA
住所

〒621-0804 京都府亀岡市 追分町八ノ坪44-3

http://cycle-kaneda.com/

大槻サイクル
住所

〒620-0836 京都府福知山市 大内1780-2

サイクルショップ タナカ
住所

〒625-0000 京都府舞鶴市大門通三条西

http://www.e385.net/cycle-tanaka/

やまのせサイクル
住所

〒619-0241 京都府相楽郡 精華町祝園五反畑11-2

パナレーサー株式会社

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/yamanose/

〒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

近畿エリア ショップリスト
サイクルショップ ひろしの店
住所

http://www.h-shop.jp/

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3-2-20 三洋ビル1F

TEL

0724-35-3596

最寄駅 近鉄新大宮駅より南へ徒歩4分 三条添川バス停前

TEL

0742-51-1709

最寄駅 近鉄奈良線 富雄駅より約900ｍ（バス停「ショッピングセンター」前）

TEL

0743-79-9592

最寄駅 真弓2丁目バス停より徒歩2分

TEL

0743-55-5925

最寄駅 近鉄郡山駅より徒歩10分 JR郡山駅より徒歩5分

TEL

0744-25-3484

最寄駅 JR畝傍駅より東へ約1000m

TEL

06-6412-3802

最寄駅 阪神出屋敷駅より徒歩10分 ＪＲ立花駅より徒歩20分

TEL

0798-67-5166

最寄駅 阪急西宮北口駅より約800m

TEL

0798-42-0359

最寄駅 阪神電鉄 武庫川団地前駅より徒歩3分

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目7-9

TEL

078-331-2712

最寄駅 阪急三宮駅よりすぐ

〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15 リバーモールウエスト414

TEL

078-843-5352

最寄駅 六甲ライナー アイランドセンター駅 下車すぐ

TEL

078-739-3399

最寄駅 JR.鷹取駅から約６００m

TEL

078-787-2236

最寄駅 JR朝霧駅より約2.8km

TEL

078-911-4139

最寄駅 JR/山陽明石駅より南へ400m

TEL

078-943-7778

最寄駅 JR魚住駅より約1000m

TEL

078-947-6945

最寄駅 JR魚住駅より徒歩約5分

TEL

0792-94-9430

最寄駅 JR姫路駅より神姫バス(横関行)御立バス停下車徒歩2分

TEL

0794-85-2248

最寄駅 神戸電鉄志染駅より約300m

TEL

0795-22-4775

最寄駅 JR西脇市駅より車で15分 西脇健康ランド北500m

TEL

0738-23-4835

最寄駅 JR御坊駅より南へ約1500m

ZONE
住所

http://www1.kcn.ne.jp/~mtb-zone/

〒631-0065 奈良県奈良市鳥見町3丁目11-1 富雄団地56-112

シルクロード
住所

http://www.srbike.jp/

〒630-0122 奈良県生駒市真弓2-4-10

キタサイクル
住所

http://www.kitacycle.com/

〒639-1134 奈良県大和郡山市柳町79ジャスコ東側

シクロサロン あすか
住所

〒634-0072 奈良県橿原市醍醐町365-41

サイクルセンター サンワ
住所

http://www.cc-sanwa.com/

〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通8丁目290

もりさいくる
住所

〒663-8033 兵庫県西宮市高木東町4-21

サイクルプロショップ マオ
住所

〒663-8141 兵庫県西宮市高須町1-1-2-225

ヤマダサイクルセンター
住所

Kai
住所

サイクルショップ ナカゴヤ
住所

〒653-0051 兵庫県神戸市長田区野田町５丁目３-８

http://www.hi-net.zaq.ne.jp/nakagoya/

Sports Bicycle SAKAI
住所

〒655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台8-1-8

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

ハリマサイクル
住所

〒673-0892 兵庫県明石市 本町1丁目13-21

ウオズミサイクル
住所

〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水186-6

ロールアウト
住所

〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水116

http://www.roll-kato.com/

Fujii Cycle
住所

〒670-0073 兵庫県姫路市御立中8丁目7-6

自由が丘ヌマタサイクル
住所

〒673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘1-553

http://www14.plala.or.jp/numatacycle/

マルオサイクル
住所

〒677-0004 兵庫県西脇市市原町75-1

サイクルショップ ニシザキ
住所

〒644-0003 和歌山県御坊市島584-93

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

