中国・四国エリア ショップリスト
大森自転車商会
住所

〒704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中3-20-5

http://www.optic.or.jp/saidaijicci/oomori/
TEL

086-942-2067

最寄駅 JR赤穂線西大寺駅下車

TEL

086-222-9487

最寄駅 JR岡山駅より徒歩12分

TEL

086-222-5262

最寄駅 JR岡山駅より路面電車東山行き西大寺町前下車徒歩1分

TEL

086-422-0259

最寄駅 JR倉敷駅古城池トンネル方面行きバスで10分

TEL

0866-92-2100

最寄駅 ＪＲ東総社駅より約500ｍ

TEL

0869-55-0111

最寄駅 ＪＲ瀬戸駅より約4km

TEL

0869-22-1993

最寄駅 JR赤穂線邑久駅より徒歩10分

TEL

082-814-7680

最寄駅

〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1-3-21

TEL

082-231-9530

最寄駅 市電十日市町電停または土橋電停より徒歩1分

〒730-0036 広島県広島市中区袋町2-7-1F

TEL

082-545-7739

最寄駅 市電立町電停より徒歩3分

TEL

082-241-1776

最寄駅 広島電鉄宇品線 鷹野橋から約100ｍ

TEL

082-288-7879

最寄駅 広島駅より広電バス-4番線にて遊園地入口下車 徒歩3分

TEL

08275-7-7265

最寄駅 山陽道大竹I.Cより1分

TEL

0823-71-7377

最寄駅 呉線広駅より徒歩15分

TEL

0846-22-0178

最寄駅 JR瀬戸内さざなみ線竹原駅より200m（徒歩2分）

TEL

0853-21-1435

最寄駅 JR出雲市駅下車

TEL

0852-25-5259

最寄駅 JR松江駅より北へ約1.4km

TEL

0852-36-7775

最寄駅 一畑電鉄 ルイスＣティファニー庭園美術館前駅より約300ｍ

TEL

0856-25-1010

最寄駅 JR山口線硯横田駅より東へ2km

TEL

0853-72−7000

最寄駅 ＪＲ山陰線直江駅北口下車・東へ約1.2Ｋｍ

TEL

0857-22-6237

最寄駅 JR鳥取駅から歩いて5分

TEL

0832-45-1072

最寄駅 JR長府駅より3km JR新幹線新下関駅より6km

TEL

0832-55-5517

最寄駅 ＪＲ山陽本線 新下関駅南口より西へ３ｋｍ

Bon Vivant
住所

〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町2-14-23

http://www.bonvivant.jp/

BICYCLE PRO SHOP なかやま
住所

〒700-0831 岡山県岡山市北区京橋町8-3

http://www.bps-nakayama.com/

ファーム クラシキ
住所

〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖484-2

http://www.farmbike.com/

サイクルショップ ウェーブ
住所

〒719-1126 岡山県総社市総社2丁目1－26

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

サイクルショップ ＭＩＹＡＯ
住所

〒709-0832 岡山県赤磐市正崎621-3

http://www.skypit.jp/

コンドウサイクル
住所

〒701-4241 岡山県瀬戸内市邑久町福元802

http://team-questa.jimdo.com/

有限会社 トラウト
住所

〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部5-9-6

http://www1.megaegg.ne.jp/~trout/

KaZu
住所

P.G
住所

サイクルショップ ヤマナカ
住所

〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町2-5-16

http://csyamanaka.exblog.jp/

Bike Sports YOU（遊）
住所

〒734-0025 広島県広島市南区東本浦町7－4

http://www.hicat.ne.jp/home/b-s-you/

スポーツサイクル ウエキ
住所

〒739-0623 広島県大竹市 小方1-25-6

http://www.bikeueki.com/

オカムラサイクル
住所

〒737-0125 広島県呉市 広本町3-19-23

いなばオートサイクル
住所

〒725-0026 広島県竹原市中央2-4-2

渡部サイクル
住所

〒693-0001 島根県出雲市 今市町3-11

ハラダサイクル
住所

〒690-0883 島根県松江市 北田町58

タクワサイクル
住所

〒690-0855 島根県松江市浜佐田町９１８－５

http://www.takuwacycle.com/

エキダ自転車店
住所

〒699-5132 島根県益田市 横田町364-1

ＲＥサービス・江角自転車商会
住所

〒699-0631 島根県簸川郡斐川町直江町1090

サイクルショップ フクハマ
住所

〒680-0821 鳥取県鳥取市 瓦町623（梶川通り）

http://www.infosakyu.ne.jp/~fukuhama/

スポーツサイクル ちょーあみ
住所

〒752-0973 山口県下関市 長府中之町1-9

サイクルピット ２４０
住所

〒751-0853 山口県下関市川中豊町６－８－２４

パナレーサー株式会社

http://ww51.tiki.ne.jp/~nishio/

〒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

中国・四国エリア ショップリスト
サイクルショップ くりやま
住所

〒744-0013 山口県下松市栄町1丁目1-17

TEL

0833-41-2740

最寄駅 JR下松駅より徒歩5分

TEL

0820-22-0645

最寄駅 JR柳井駅より約700m

TEL

0836-21-4614

最寄駅 JR琴芝駅より約1.5km

TEL

087-885-7883

最寄駅 琴電太田駅下車

TEL

087-821-8530

最寄駅 高松琴平電鉄琴平線片原町駅より約１５０ｍ

TEL

0877-22-2952

最寄駅 ＪＲ丸亀駅より約１ｋｍ

TEL

087-894-7721

最寄駅 JR志度駅から東に歩いて30秒

TEL

0897-55-2048

最寄駅 JR伊予西条駅より約１．３ｋｍ

TEL

0897-55-0410

最寄駅 JR伊予西条駅より約２．２ｋｍ

TEL

0895-22-2984

最寄駅 JR宇和島駅より約1.3km

TEL

089-952-9353

最寄駅 松山駅より約２km

TEL

089-943-6491

最寄駅 伊予鉄道城南線 公園前駅より約４００ｍ

TEL

08-625-2864

最寄駅 JR徳島駅より約700m

TEL

088-831-9614

最寄駅 JR高知駅よりバス 石立十字路西バス停前

TEL

0888-25-0026

最寄駅 JR円行寺口駅より約300m

サイクリングサロン ヒロシゲ
住所

〒742-0005 山口県柳井市 天神14-22

http://www.e-hiroshige.com/

じてん車いしい
住所

〒755-0072 山口県宇部市 中村3-8-37

http://www015.upp.so-net.ne.jp/bs-ishii/

outdoor & MTB pro クルーズ
住所

〒761-8082 香川県高松市 鹿角町728-33

ＣＹＣＬＥＳ Ｋｏｊｉｍａ
住所

〒760-0046 香川県高松市通町4-3

サイクランド まさだ
住所

〒763-0033 香川県丸亀市中府町３丁目９－３

MON☆STAR
住所

〒769-2101 香川県さぬき市志度633-1 白鳳ビル1階

http://www.monstar9.com/

Ｂ-Ｓｈｏｐ ＯＣＨＩ
住所

〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷７６

http://www.b-shop-ochi.com/

バイシクルショップ ウインズ
住所

〒793-0042 愛媛県西条市喜多川808-1

http://www.winds.gr.jp/

サイクルプロショップ オオツカ
住所

〒798-0067 愛媛県宇和島市 桝形町2-4-13

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

サイクルショップ すずき
住所

〒791-8031 愛媛県松山市北斎院町(きたさやちょう)375-3

http://www11.ocn.ne.jp/~suzukirc/

（有）ＣＹＣＬＩＮＧ ＳＨＯＰ ＵＭＥＺＡＷＡ
住所

〒790-0854 愛媛県松山市岩崎町２－６－３０

ナカニシサイクル
住所

〒770-0854 徳島県徳島市 徳島本町1丁目6

CYCLINGSHOPヤマネ
住所

〒780-8037 高知県高知市 城山町67-5

小高坂スポーツサイクル
住所

〒780-0911 高知県高知市 新屋敷1丁目10-4

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

