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店名

郵便番号

住所

HP

つくば店

305-0051

茨城県つくば市二の宮３－１６－２

https://otr.jp/

ゼロポイント

300-2622

茨城県つくば市要元弥平太字本澤１３７－３

http://spacebikes.com/

ハイバイク

305-0025

茨城県つくば市花室１１３０－１

http://www.hi-bike.co.jp/

ＣＯＳＭＯＳ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

305-0818

茨城県つくば市

http://cosmos-tsukuba.com/

じてんしゃの杜

321-0973

栃木県宇都宮市岩曽町１４８２

https://jitensyanomori.com/

376-0002

群馬県桐生市境野町２－６５７－１

http://cstajima.blog.fc2.com/

371-0013

群馬県前橋市西片貝町１－３１３－１６

http://www.delightbike.com/

ＡＲＡＫＡＷＡ ＧＡＬＥＮＧＥ

350-0126

埼玉県比企郡川島町山ケ谷戸１３６－５

http://unitedsports.jp/galenge/index.html

ＢＯＵＮＣＥ

350-1176

埼玉県川越市川鶴２－１３－８

http://www.bounce-r.com/

ＶＡＸ

350-1320

埼玉県狭山市広瀬東３－４－４ 増田ビル１０３

http://vaxsayama.com/

サイクルショップ スフィーダ

349-0133

埼玉県蓮田市閏戸７４２－２

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

サイクルハウスＭＩＫＡＭＩ

357-0035

埼玉県飯能市柳町３－１１

http://www.mikami.cc/

じてんしゃＰｉｔ

350-1213

埼玉県日高市高萩５９１－４

渡辺ビル１Ｆ

http://eshiken.com/pit/

スポーツバイクファクトリー スズキ 北浦和

330-0072

埼玉県さいたま市浦和区領家３－２３－１７

http://suzupower.com/

スポーツバイクファクトリー スズキ ふじみ野

354-0036

埼玉県富士見市ふじみ野東2-10-8

http://suzupower.com/

スポーツバイクファクトリー スズキ 草加

340-0015

埼玉県草加市高砂2-20-5

http://suzupower.com/

みさかサイクル

362-0037

埼玉県上尾市上町

http://misakacycle.jp/

金田 ＢＯＤＹ ＴＡＬＫＩＮＧ

336-0011

埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-2-20 かぶらぎビル3F

http://kanedabodytalking.com/

健心整骨院

350-1176

埼玉県川越市川鶴 2丁目 16-3

http://www.bounce-r.com/

大福屋

358-0054

埼玉県入間市野田７１４－３

物見山ＲＩＤＥ

350-0065

埼玉県東松山市岩殿６４６－１

-

Ｂｅｅ

260-0001

千葉県千葉市中央区都町３４

http://www.bicycleclub.jp/shopguide/normal-shop-6237/

ＢＲＩＤＧＥ ＢＩＫＥ ＰＲＯＤＵＣＴＳ

273-0105

千葉県鎌ケ谷市鎌ヶ谷８－１－８０ 白石ビル１Ｆ

http://bridge-bp.com/

ＥＶＥＲＦｉＴ２４

285-0837

千葉県佐倉市王子台1-24-25

https://www.everfit24.co.jp/

オッティモ

277-0831

千葉県柏市根戸高野台４６９－１８

290-0066

千葉県市原市五所３４－１６

http://www.a-projk.com/

りんぐ

284-0001

千葉県四街道市大日３７６－１０

http://www.06ring.com/

幕張新都心

261-8535

千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心アクティブモール1F

http://www.cycleterrace.jp/

サイクルフリーダム

263-0005

千葉県千葉市稲毛区長沼町３３６－６

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

シクル・マーモット

271-0091

千葉県松戸市本町１２－１５

http://marmotte.server-shared.com/

自転車処 風輪

279-0022

千葉県浦安市今川1丁目3−23

http://cycle.fu-ring.com/

輪工房

278-0033

千葉県野田市上花輪１２３５

https://www.rinkoubou.net/

157-0067

東京都世田谷区喜多見７－３４－２５

http://www.bex-isoya.com/?page_id=85

Ｂｉｃｉｃｌｅｔｔａ ＳＨＩＤＯ

201-0014

東京都狛江市東和泉２－１－１６荒井ビル１－１

http://www.biciclettashido.com/

ＢＩＫＥＳＨＯＰ ＳＮＥＬ

144-0056

東京都大田区西六郷

http://bikeshop-snel.com/

ＣＹＣＬＯ ＮＥＲＯ

168-0071

東京都杉並区高井戸西1-1-18

http://www.cyclonero.jp/

ｅｉｊｉ

191-0033

東京都日野市百草５６７－５

http://eijicycle.com/

ＲＡＭＯＮ ＢＩＫＥＳ

101-0021

東京都千代田区外神田2-10-9 田島ビル1F

https://ramonbikes.com/

Wilier Triestina PUNTO ROSSO Tokyo

152-0002

東京都目黒区目黒本町３－２０－７

http://bgm-bikes.com/

グランディヴェル

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷

オンザロード
スペース

サイクルショップ
自転車教室

タジマ

アタック

Ｓａｙａｍａ

サイクル

サイクルコミュニティー
サイクルショップ
サイクルテラス

ＢＥＸ

ＩＳＯＹＡ

ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｋ

成城

ｃｙｃｌｅ

矢野ビル１Ｆ

１－３－２１

第一大福ビル１Ｆ

http://daifukuya.jp/contact.html

こまいぬビル１Ｆ

パップス松戸ビル１Ｆ

１－３２－６－１Ｆ

１－１３－１１

CHARI千駄ヶ谷１Ｆ

http://lottimo.com/

http://www.grandiver.com/

サイクルショップ

イル クオーレ

110-0004

東京都台東区下谷３－１７－１－１０１

http://ilcuore.tokyo/

サイクルショップ

マティーノ

130-0004

東京都墨田区本所3-9-4

http://www.biciclettadimattino.com/

サイクルスタヂオ

ハクセン

110-0016

東京都台東区台東４－１３－２０

http://www.hakusen.co.jp/

サイクルプロショップ セキヤ

152-0002

東京都目黒区目黒本町6-13-5

http://cycleproshopsekiya.com/

サイクルポイント

182-0011

東京都調布市深大寺北町６－５４－１

サンクスサイクルラボ 小岩店

133-0057

東京都江戸川区西小岩５－１２－１２

http://www.tclab.net/

サンクスサイクルラボ 西葛西店

134-0088

東京都江戸川区西葛西7-21-11サントヴィラージスガ1F

http://tclab-nishikasai.net/

ジャイアントストア 国立

186-0004

東京都国立市中1-18-41

http://giant-store.jp/kunitachi/

たかだ

194-0013

東京都町田市原町田１－１３－１

大塚自転車店

140-0013

東京都品川区南大井４－１０－４

ＢＩＣＹＣＬＥ ＦＡＣＴＯＲＹ ＹＡＭＡＭＯＴＯ

251-0053

神奈川県藤沢市本町２－３－１９

ＣＹＣＬＥ ＣＵＢＥ

211-0068

神奈川県川崎市中原区小杉御殿町１－９２８－１Ｆ

http://www.cyclecube.com/

258-0021

神奈川県足柄上郡開成町吉田島７８１－１

http://cycleshopendo.com/

214-0001

神奈川県川崎市多摩区菅６－５－１９

https://ja-jp.facebook.com/atelierfleuve/

サイクラリー喜輪

220-0003

神奈川県横浜市西区楠町１８－６

http://ckirin.com/

轍屋自転車店

227-0062

神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１９－１

http://wadachiya.com/

955-0842

新潟県三条市島田

http://sportscycle-sakamoto.co.jp/

５６ ＣＹＣＬＥ

453-0802

愛知県名古屋市中村区下米野町2-21-11

http://www.56cycle.com/

ＣＹＣＬＥ ＳＴＵＤＩＯ Ｉ

460-0003

愛知県名古屋市中区錦3丁目4-12

https://cyclestudioi.com/

Ｄｉｓｓｅｔａｒｅ（ディッセターレ）

464-0850

愛知県名古屋市千種区今池2-2-31

http://www.dissetare.com/

カトーサイクル

457-0007

愛知県名古屋市南区駈上２－８－２６

http://www.katocycle.com/

オーベスト

フレンド

ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ
アトリエ

ＥＮＤＯ

開成店

フルーブ

スポーツサイクルショップ

サカモト

調和ビル１Ｆ

町田ハイツ壱番館１Ｆ

https://blogs.yahoo.co.jp/ovestboss12

http://takada-friend.com/
http://www.o-tsuka.com/

メゾンド湘南１Ｆ

横浜西口オーケービル１０２号

１－２－１４

http://www.bfy-yamamoto.com/

カミハギサイクル

小牧本店

485-0059

愛知県小牧市小木東１丁目２５番地

http://kamihagi.com/komaki.html

カミハギサイクル

ささしま店

453-6101

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート

http://kamihagi.com/sasashima.html

カミハギサイクル

緑店

458-0814

愛知県名古屋市緑区鶴が沢2丁目1012

http://kamihagi.com/midori.html

カミハギサイクル

Ｆｉｔ＆Ｒｉｄｅ Ｓｔｏｒｅ

480-0202

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山188-1

http://kamihagi.com/fitandride.html

541-0053

大阪府大阪市中央区本町４－４－２４

http://www.beckon.jp/

バイクプロショップ スクアドラ

547-0032

大阪府大阪市平野区流町１－５－１４

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

ワールドサイクル

599-8102

大阪府堺市東区石原町１－１２５－３

http://www.worldcycle.co.jp/

ＢＥＣＫ

ＯＮ

シルベストサイクル

梅田店

530-0001

大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ ハービス B1F

http://www.silbest.co.jp/

シルベストサイクル

難波店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波５丁目１−５

http://www.silbest.co.jp/

シルベストサイクル

みのおキューズモール店

562-0013

大阪府箕面市坊島４－５－２０

http://www.silbest.co.jp/

シルベストサイクル

京都店

604-8073

京都府京都市中京区六角通柳馬場東入る大黒町７１

http://www.silbest.co.jp/

Le vélo gagnant （ル・ヴェロ・ガニヨン）

710-0112

岡山県倉敷市下庄140-1

https://s1neo-japan.com/store.html

Ｂ－Ｓｈｏｐ

793-0042

愛媛県西条市喜多川３１６番地１

http://bike-ochi.com/

ＯＣＨＩ
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