Xplova X5-Evo 取扱いショップリスト
2018/5/25 時点
お問い合わせ：style_b_staff@ncd.co.jp

店名

郵便番号

住所

HP

Ｔｈｅ Ｈｅｒｏ 北海道

064-0944

北海道札幌市中央区円山西町1丁目1-1-312

http://hero-hokkaido.com/ja/

サイクルショップ ナカムラ ＳＡＰＰＯＲＯ

064-0804

北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-2 第87松井ビル1F

http://www.csnakasp.com/

Ｂｉｋｅ Ｓｈｏｐ ＮＡＫＡＪＩＭＡ

371-0022

群馬県前橋市千代田町2-9-5

https://www.bikeshopnakajima.com/

ＣＹＣＬＥ ＴＥＣＨ－ＩＫＤ

370-0836

群馬県高崎市若松町７９

http://www.ikd21.co.jp/ikd/

サイクルショップ

376-0002

群馬県桐生市境野町２－６５７－１

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

サイクルヨシダ

370-0006

群馬県高崎市問屋町4-3-2

https://www.cycle-yoshida.com/

自転車教室

371-0013

群馬県前橋市西片貝町１－３１３－１６

http://www.delightbike.com/

タキザワサイクル

371-0033

群馬県前橋市国領町2-2-18

http://www.takizawa-web.com/

Ｃｙｃｌｅ Ｓｈｏｐ Ａｎｊｏ

341-0018

埼玉県三郷市早稲田３－１７－２０

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

ＶＡＸ

350-1320

埼玉県狭山市広瀬東３－４－４ 増田ビル１０３

http://vaxsayama.com/

サイクルハウスＭＩＫＡＭＩ

357-0035

埼玉県飯能市柳町３－１１

http://www.mikami.cc/

サイクルワークスオオタキ

361-0044

埼玉県鴻巣市 新宿１－１８－２

http://www.cw-ohtaki.com/

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/

大福屋

358-0054

埼玉県入間市野田７１４－３

アンドバイシクル

272-0138

千葉県市川市南行徳３－１８－２２ ヤワラパート５

カヤギサイクル

292-0065

千葉県木更津市吾妻１－２－９

https://kayagicycle.wixsite.com/home

290-0066

千葉県市原市五所３４－１６

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

284-0001

千葉県四街道市大日３７６－１０

http://www.06ring.com/

サイクルテラス 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/

サイクルハウス ジロ

261-0005

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸３－１－３０

http://www.cyclehouse-giro.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/

セオサイクル 新松戸店

270-0034

千葉県松戸市新松戸4-57-2

http://seo-smd.com/

セオサイクル 西千葉・轟店

263-0021

千葉県千葉市稲毛区轟町1-11-14

http://www.seocycle.co.jp/shop/nishichiba_todoroki

セオサイクル 初石店

270-0121

千葉県流山市西初石２－９－１９

https://www.seo8214.com/

自転車快適工房

286-0201

千葉県富里市日吉台3-5-16 MOビル102

https://www.cyclesports.jp/shopnavi/detail/78188

279-0022

千葉県浦安市今川1丁目3−23

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

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/

ＳＨＯＰ ＫＡＮＥＫＯ

151-0051

東京都渋谷区

https://kaneko158cm.official.ec/

ＧＩＲＡＦＦＥ

173-0021

東京都板橋区弥生町３１－６

https://www.giraffe-ztt.com/

ＰＯＳＩＴＩＶＯ

158-0082

東京都世田谷区等々力２－７－４

http://www.positivo.jp/

ＰＵＮＴＯ ＲＯＳＳＯ Ｔｏｋｙｏ

152-0002

東京都目黒区目黒本町３－２０－７

http://bgm-bikes.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/

サイクルポイント

オーベスト

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/

ミツイキサイクル

185-0014

東京都国分寺市東恋ケ窪２－３３－８

http://mitsuiki.com/

メイストーム

166-0002

東京都杉並区高円寺北１－４－５ ラポール高円寺１０２

http://www.geocities.jp/tldjapan/06goodshop/shop00maystorm.htm

株式会社

155-0031

東京都世田谷区北沢２－３５－２－２０１

https://www.ida-japan.co.jp/

大塚自転車店

140-0013

東京都品川区南大井４－１０－４

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

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/

ＰＥＤＡＬＩＳＴ

235-0015

神奈川県横浜市磯子区久木町１７-７

http://www.pedalist.jp/

ＳＢＣ 湘南藤沢店

251-0032

神奈川県藤沢市片瀬357 エスポワール23内

http://www.sbcbicycle.com/shop-fujisawa.html

バイシクルショップ ビショップ

222-0037

神奈川県横浜市港北区大倉山5-25-12 ペリグリン西山101

http://motor-vehicle-dealer-161.business.site/

影山輪業

235-0036

神奈川県横浜市磯子区中原2-9-3

https://kageyamabike.wixsite.com/kagebikes

933-0871

富山県高岡市駅南

http://bicycleland-m2.com/

Ｐｏｎｇａ

392-0015

長野県諏訪市中洲２９７７－７

http://ponga.jp/

ＳＰＯＲＴＳ ＣＹＣＬＥ Ｖｅｌｅｎｙｏ

386-1102

長野県上田市上田原１０７５－１

http://www.velenyo.com/shopinfo

自転車クリニック

503-2304

岐阜県安八郡神戸町丈六道２４－１

https://goo.gl/a2vhbc

ｋｅｎｉｃｈｉ

433-8122

静岡県浜松市中区上島１－９－３０

http://kenichi-cycle.com/

α ＷＯＲＫＳ（アルファ ワークス）

421-0112

静岡県静岡市駿河区東新田3-9-10山田ビル1F

http://alphaworks-bicycle.com/

ＣＨＡＰＴＥＲ ０８

452-0803

愛知県名古屋市西区大野木4-6-2

http://www.chapter08.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/

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

サイクルテラス 熱田店

456-0023

愛知県名古屋市熱田区六野1-208-4

http://atsuta.cycleterrace.jp/

ヤマシゲサイクル

496-0803

愛知県津島市今市場町4-37

https://yamashigecycle.jimdo.com/

ＢＥＣＫ

541-0053

大阪府大阪市中央区本町４－４－２４

http://www.beckon.jp/

ＢＩＣＹＣＬＥ ＳＴＵＤＩＯ ＭＯＶＥＭＥＮＴ

543-0052

大阪府大阪市天王寺区大道１－２－３４

http://movement-cycle.com/

サイクルショップ

カンザキ

エバーレ店

533-0023

大阪府大阪市東淀川区東淡路１－５－５１

http://kanzakibike.com/

サイクルショップ

カンザキ

上新庄店

533-0014

大阪府大阪市東淀川区豊新５丁目１７－７

http://1stbike.net/

サイクルショップ

カンザキ

阪急千里山店

565-0843

大阪府吹田市千里山松ヶ丘２６－２１

http://www.bikefunn.com/

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/

タジマ

アタック

Ｓａｙａｍａ

サイクルコミュニティー
サイクルショップ

ＰＲＯＪＥＣＴ－Ｋ

りんぐ

ジテ通ハウス

自転車処 風輪
ＢＥＸ

ＩＳＯＹＡ

成城

アイ・ディー・エー

ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ

横浜

ＥＮＤＯ

開成店

杉田店

ＢＩＣＹＣＬＥ

ＬＡＮＤ

Ｍ－２

ｃｙｃｌｅ

ＯＮ

第一大福ビル１Ｆ

http://daifukuya.jp/contact.html
１Ｆ

１－３２－６－１Ｆ

調和ビル１Ｆ

桑名ビル

２－４－２９

http://andbicycle.blogspot.jp/

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

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/

693-0051

島根県出雲市小山町１１２－１

http://www.pratyaya13.com/

700-0831

岡山県岡山市北区京橋町８－３

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

Ｃｙｃｌｅ ｓｈｏｐ Ｆｒｅｅｄｏｍ 岡山

703-8251

岡山県岡山市中区竹田１５－１

http://www.cs-freedom.com/frame.html

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

サイクルショップ

720-0824

広島県福山市多治米町５丁目２３－２７

http://www.beeline-cycle.jp/

720-0031

広島県福山市三吉町１－４－６

http://cyclehouse-kens.jp/

720-0806

広島県福山市南町６－１１

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

730-0029

広島県広島市中区三川町３－１

http://www.bicycleclub.jp/shopguide/normal-shop-7799/

ＳＨＩＯＫＡＺＥ ＳＴＯＲＥ

770-0861

徳島県徳島市住吉３丁目１－７第４三宅ビル１０７号

http://shiokazestore.shop-pro.jp/

オリーブサイクル

769-0204

香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁４５番地１７号浜四捨五番館別館1F

http://olive-cycle.com/

グルーヴ

791-3132

愛媛県伊予郡松前町西高柳７－１

http://www.hiraiso.com/

793-0042

愛媛県西条市喜多川３１６番地１

http://bike-ochi.com/

811-1362

福岡県福岡市南区長住２－２１－７

http://www.ace-cycle.jp/

901-2221

沖縄県宜野湾市伊佐２－４－１９

https://www.maiyo.org/

プラティヤヤ
ＢＩＣＹＣＬＥ ＰＲＯ ＳＨＯＰ

Ｂｅｅｌｉｎｅ

サイクルハウス

ケンズ

バイシクルショップ
ハーフ

ＯＣＨＩ

エースサイクル
マイヨ

ＦＩＮＥ

ライフ

Ｂ－Ｓｈｏｐ

なかやま

長住店
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