九州・沖縄エリア ショップリスト
エースサイクル
住所

〒811-1362 福岡県福岡市 南区長住2丁目21-7

TEL

092-541-5174

最寄駅 西鉄高宮駅下車

〒815-0035 福岡県福岡市南区向野1-3-9

TEL

092-553-2262

最寄駅 西鉄大牟田線大橋駅下車。 日赤通りを北へ500m南警察署入口バス停横。

TEL

092-586-2041

最寄駅

TEL

092-845-3588

最寄駅

TEL

092-865-1901

最寄駅 室見駅より約3km

TEL

092-292-4491

最寄駅 JR博多駅より西へ500m。キャナルシティ博多そば

TEL

0942-22-1636

最寄駅 西鉄久留米駅よりバスで8分

TEL

0942-43-2683

最寄駅 JR・西鉄久留米駅よりバス。筑水高校バス停下車徒歩1分

TEL

0942-37-3585

最寄駅

TEL

0942-26-8424

最寄駅

TEL

093-873-7770

最寄駅 JR戸畑駅下車、徒歩10分

TEL

093-562-7010

最寄駅 JR南小倉駅より約500m

TEL

093-521-4712

最寄駅 JR小倉駅より徒歩5～10分

TEL

093-742-7088

最寄駅 JR折尾駅から約3.5km

TEL

093-601-3587

最寄駅

TEL

092-573-3586

最寄駅

TEL

092-942-7889

最寄駅

TEL

0949-22-3428

最寄駅 JR直方駅または筑鉄直方駅より徒歩３分

TEL

0944-56-1122

最寄駅 JR大牟田駅下車

TEL

0944-22-3700

最寄駅 JR渡瀬駅下車

TEL

0943-75-3315

最寄駅 JR筑後吉井駅より約５００ｍ

TEL

0979-83-3030

最寄駅 日豊線ＪＲ宇島（うのしま）から約１km

TEL

092-941-7988

最寄駅

正屋
住所

http://www.masaya.com/

BROC 井尻店
住所

〒811-1311 福岡県福岡市南区横手2丁目1-5

BROC 原店
住所

〒814-0022 福岡県福岡市早良区原1丁目30-28

ウエストロード
住所

http://westroad.minibird.jp/

〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸5-1-20

Bicycle shop POTA
住所

http://potapotabicycle.web.fc2.com/

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2-16-39

サイクランド シライシ
住所

http://ww7.tiki.ne.jp/~shiraishi/

〒839-0863 福岡県久留米市 国分町1995-5

上田パーソン商会
住所

〒839-0813 福岡県久留米市 山川市ノ上町8-15

BROC 合川店
住所

〒830-0003 福岡県久留米市 東櫛原284-1

BROC 荒木店
住所

〒830-0063 福岡県久留米市 荒木町荒木486-4

FunCycle
住所

http://www.geocities.jp/nrrmg534/

〒804-0042 福岡県北九州市 戸畑区夜宮2-4-3

Ａ＆Ｎファイナリー
住所

http://www.a-and-n.com/

〒803-0841 福岡県北九州市 小倉北区清水2-14-13

CLICK (有)高祖自転車商会
住所

http://www.clickcycle.com/

〒802-0006 福岡県北九州市 小倉北区魚町4-2-5

CycleShop T-Planet
住所

http://www.ks-bar.com/t-planet/

〒808-0145 福岡県北九州市 若松区高須南1丁目13－20

BROC 折尾店
住所

〒807-0874 福岡県北九州市 八幡西区大浦2丁目1-3

BROC 春日店
住所

〒816-0814 福岡県春日市 春日3丁目137

FREERIDE
住所

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

〒811-3115 福岡県古賀市 久保五楽901-130

サイクルショップ そのだ
住所

http://www.bike-sonoda.com/

〒822-0024 福岡県直方市 須崎町アーケード商店街

九州車輌販売(有) 大牟田本店
住所

http://www.kyuusyuusyaryou.com/

〒836-0832 福岡県大牟田市 常磐町1-8

九州車輌販売(有) 高田町店
住所

http://www.kyuusyuusyaryou.com/

〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施

自転車のシカショ
住所

http://www.hi-ho.ne.jp/basara/

〒839-1321 福岡県うきは市吉井町１２４６

サイクルショップおおもり
住所

http://ww22.tiki.ne.jp/~eyaton/

〒828-0021 福岡県豊前市八屋1193-3

BROC 新宮店
住所

〒811-0117 福岡県糟屋郡新宮町上府898 ハイパーモールメルクス新宮内

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

九州・沖縄エリア ショップリスト
BROC 南佐賀店
住所

〒840-0015 佐賀県佐賀市 木原2丁目24-1

TEL

0952-23-5781

最寄駅

TEL

095-879-0568

最寄駅 長崎バス30番系統南柳田バス停徒歩5分

TEL

096-343-3324

最寄駅 市営バス竜田口行一夜塘バス停前下車熊本大学通

TEL

076-383-6927

最寄駅 JR東海学園前駅より約1000m

TEL

096-337-1106

最寄駅 JR豊肥本線 武蔵塚駅正面

TEL

096-343-6961

最寄駅 熊本電鉄 藤崎宮前駅より徒歩5分

TEL

0972-22-1066

最寄駅 JR佐伯駅より南へ約200m

TEL

097-544-5312

最寄駅

TEL

0985-31-3770

最寄駅

TEL

0985-29-5581

最寄駅 JR宮崎駅よりバス 宮商前バス停より200m

TEL

099-263-0011

最寄駅 JR指宿線 坂之上駅

TEL

099-259-8768

最寄駅 鹿児島中央駅

TEL

0995-45-0558

最寄駅 JR国分駅より徒歩10分

TEL

0993-52-4054

最寄駅 加世田バスターミナル下車玉川交差点近く

TEL

098-868-0404

最寄駅 松山交差点2軒となり、日銀前バス停すぐ

TEL

098-955-2694

最寄駅 国道58号線 桑江バス停より北西100m

TEL

098-934-3389

最寄駅

サイクルロッジ タニグチ
住所

〒850-0982 長崎県長崎市 柳田町55鶴見台入口

しゃりんかん
住所

〒860-0851 熊本県熊本市 子飼本町3-22

http://www.sharinkan.com/

大藪サイクル
住所

〒862-0924 熊本県熊本市 帯山4丁目25-4

武蔵塚駅前自転車屋 モンタナ
住所

〒861-8001 熊本県熊本市 武蔵ヶ丘1丁目9-1

http://park1.wakwak.com/~montana/

（有）スポーツサイクル クシ
住所

〒860-0863 熊本市中央区坪井1-8-9

http://kushi-cycle.com/

シオツキサイクル
住所

〒876-0803 大分県佐伯市 駅前1-5-2

http://www2.ocn.ne.jp/~bob2/

BROC 南大分店
住所

〒870-0854 大分県大分市羽屋196-5

BROC 宮崎店
住所

〒880-0013 宮崎県宮崎市松橋1丁目8-26

自転車のりんりん館
住所

〒880-0023 宮崎県宮崎市和知川原2丁目139

坂之上サイクルステイション
住所

〒891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町5519－1

サイクルショップ茶輪子
住所

〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目25-12

http://charinkoworks.jimdo.com/

（有）瀬戸口近代車商会
住所

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央5丁目3-17

http://www.setokin.net/

じてんしゃや ポンテ
住所

〒897-0006 鹿児島県南さつま市加世田本町7-10

http://www.jitepon.com/

沖縄輪業株式会社
住所

〒900-0032 沖縄県那覇市 松山1-4-15

サンセットバイク
住所

〒904-0115 沖縄県北谷町美浜2-7-8 エルソルタウンビル2階

http://sunset-bikes.com/

サイクル館・泡瀬店
住所

〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦2-9-11

パナレーサー株式会社

http://www.saikurukan.jp/

〒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

