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店舗名

住所

問合せ先電話番号

北

海

道

北海道
イオンバイク札幌平岡店

北海道札幌市清田区平岡2条5丁目2-65

011-887-3636

イオンバイク旭川西店

北海道旭川市緑町23丁目2161-3

0166-59-7826

イオンバイク釧路昭和店

北海道釧路市昭和中央4丁目18

0154-55-7297

イオンバイク苫小牧店

北海道苫小牧市柳町3丁目1-20

0144-51-3234

イオン札幌平岡店

北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

011-889-5001

イオン札幌桑園店

北海道 札幌市中央区 北8条西14丁目28

011-204-7200

イオン札幌発寒店

北海道札幌市西区発寒8条12丁目1

011-669-5000

イオン札幌苗穂店

北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1

011-780-7600

イオン札幌元町店

北海道札幌市東区北31条東15丁目1-1

011-750-5200

イオンスーパーセンター 石狩緑苑台店

北海道石狩市緑苑台中央1丁目2

0133-75-9800

イオンスーパーセンター 手稲山口店

北海道札幌市手稲区明日風6丁目1-1

011-699-8201

イオンスーパーセンター 三笠店

北海道三笠市岡山1059-1

01267-4-5100

イオン札幌西岡店

北海道札幌市豊平区西岡3条3丁目4-1

011-856-1000

イオン室蘭店

北海道室蘭市東町2-4-32

0143-45-1414

イオン紋別店

北海道紋別市花園町3-4-39

0158-24-3100

イオン登別店

北海道登別市若山町4丁目33-1

0143-82-3000

イオン静内店

北海道日高郡新ひだか町静内末広町2丁目2-1

0146-42-3100

イオン伊達店

北海道伊達市末永町8-1

0142-21-3100

イオン旭川永山店

北海道旭川市永山3条12丁目2-11

0166-47-7111

イオン余市店

北海道余市郡余市町黒川町12丁目62-1

0135-23-2527

イオン釧路店

北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1-7

0154-36-3111

イオン江別店

北海道江別市幸町35

011-384-3100

イオン札幌藻岩店

北海道札幌市南区川沿2条2丁目1-1

011-571-3100

イオン帯広店

北海道帯広市西4条南20丁目1

0155-24-3100

イオン千歳店

北海道千歳市栄町6丁目51

0123-24-3100

イオンバイク北見店

北海道北見市高栄東町1-11-50

0157-66-3100

イオン岩見沢店

北海道岩見沢市大和4条8丁目1

0126-33-6100

イオン名寄店

北海道名寄市字徳田80-1

01654-9-5000

イオン札幌麻生店

北海道札幌市北区北39条西4-1-5

011-709-2111

イオン東札幌店

北海道札幌市白石区東札幌3条2-1

011-824-3161

イオン上磯店

北海道北斗市七重浜4-44-1

0138-49-8188

イオン札幌琴似店

北海道札幌市西区琴似2条4-2-2

011-644-0011

ゼビオ札幌太平店

北海道札幌市北区太平6条2丁目2番1号

011-771-4501

ゼビオドーム札幌月寒店

北海道札幌市豊平区月寒東三条11-1-10

011-859-6670

ゼビオ北見店

北海道北見市東三輪4丁目12-2

0157-26-3115

ゼビオ旭川永山店

北海道旭川市永山三条3-2-4

0166-46-0717

東
岩手県

北

地

方

サイクルショップ盛岡南店

岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号

019-631-3000

イオンバイク盛岡店

岩手県盛岡市前潟4-7-1

019-605-3700

DCMホーマック 水沢店

岩手県奥州市水沢佐倉河五反町28-1

0197-51-7161

DCMホーマック 盛南店

岩手県盛岡市向中野7丁目16-77

019-631-1500

DCMホーマック 牧野林店

岩手県滝沢市牧野林286-16

019-699-2626

DCMホーマック 北上藤沢店

岩手県北上市藤沢20地割36番地1

0197-61-4600

ゼビオ紫波店

岩手県紫波郡紫波町高水寺欠上り2-1

019-672-1500

サイクルショップ タニフジ上田店

岩手県盛岡市上田1-15-18

019-622-5607

チャリ松 盛岡南店

岩手県盛岡市津志田西2-19-30

019-637-3933

チャリ松 松園本店

岩手県盛岡市松園2丁目37-6

019-661-3836

サイクルショップ富谷店

宮城県富谷市大清水1-33-1

022-779-0808

イオンバイク気仙沼店

宮城県気仙沼市赤岩舘下6-1外

0226-22-8511

イオンバイク利府店

宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22

022-349-1000

イオンバイク船岡店

宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15

0224-55-5581

サイクルショップ石巻店

宮城県石巻市茜平四丁目104番地

0225-92-1333

サイクルショップ仙台幸町店

宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1

022-292-1001

イオンバイク市名坂店

宮城県仙台市泉区高玉町5-4

022-375-0785

イオンバイク仙台中山店

宮城県仙台市泉区南中山1-35-40

022-303-1300

イオンバイク多賀城店

宮城県多賀城市町前4-1-1

022-367-8811

イオンバイク古川店

宮城県大崎市古川旭2-2-1

0229-91-0600

イオンバイク名取手倉田店

宮城県名取市手倉田字諏訪466-1

022-784-3240

イオンバイク名取店

宮城県名取市杜せきのした5-3-1

022-784-2021

DCMホーマック 石巻蛇田店

宮城県石巻市恵み野3丁目4-40

0225-23-5910

ダイシャリン 東仙台

宮城県仙台市宮城野区新田３丁目２１−１

022-284-0679

ダイシャリン 若林店

宮城県仙台市若林区若林５丁目１１−２３

022-286-5151

ダイシャリン 泉店

宮城県仙台市泉区天神沢１丁目２−１

022-373-6898

ダイシャリン 古川店

宮城県大崎市古川諏訪２丁目９−２２

0229-23-5544

ダイシャリン 佐沼店

宮城県登米市迫町佐沼中江１丁目１２−６

0220-22-8434

DCMホーマック 名取店

宮城県名取市田高原 509番地

022-381-4755

ゼビオ仙台泉中央店

宮城県仙台市泉区泉中央4-24-3

022-371-9139

ゼビオ名取店

宮城県名取市杜せきのした三丁目8番地の6

022-383-1851

ゼビオあすと長町店

宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目4番50号

022-748-0850

サイクルショップ秋田中央店

秋田県秋田市楢山川口境5-11

018-837-3000

DCMホーマック 横手店

秋田県横手市八幡八幡177

0182-33-4710

サイクルショップ カトー

秋田県由利本荘市中竪町30

018-422-3072

サイクルショップ山形南店

山形県山形市若宮3-7-8

023-647-2221

サイクルショップ山形北店

山形県山形市馬見ケ崎2-12-19

023-682-5500

イオンバイク天童店

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区

023-652-0277

サイクルショップ三川店

山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1

0235-68-1600

イオンバイク米沢店

山形県米沢市春日2-13-4

0238-24-2231

ゼビオル・パークみかわ店

山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端291-1

0235-68-0211

イオンバイク須賀川店

福島県須賀川市森宿ヒジリ田28番地1

0248-75-0744

イオンバイクAT郡山店

福島県郡山市松木町2-88

024-942-2091

イオンバイク郡山並木店

福島県郡山市並木1-1-13

024-934-0121

イオンバイク白河西郷店

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1

0248-31-2451

ダイシャリン 伊達店

福島県伊達市原島７−１

024-583-5838

ゼビオ福島南バイパス店

福島県福島市黒岩字浅井18

024-545-3399

ゼビオいわき店

福島県いわき市鹿島町米田字日渡5

0246-28-3939

宮城県

秋田県

山形県

福島県

ゼビオメガステージ白河店

福島県白河市字新高山8

0248-23-4223

ゼビオ郡山西ﾉ内店

福島県郡山市西ノ内2-11-35

024-923-2739

DCMホーマック 長苗代店

青森県八戸市長苗代観音堂80-2

0178-21-2275

ゼビオ弘前高田店

青森県弘前市大字高田5-1-1

0172-29-3100

ゼビオ青森中央店

青森県青森市東大野2丁目12番1号

017-762-1755

サイクリストスペシャル・タケウチ

青森県弘前市代官町104-3

0172-32-0693

青森県

関

東

地

方

茨城県
サイクルショップ土浦店

茨城県土浦市上高津367

029-835-8000

イオンバイク水戸内原店

茨城県水戸市内原2-1

029-259-1400

イオンバイクAT守谷店

茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷1Ｆ

0297-45-6133

イオンバイク古河店

茨城県古河市旭町1-2-17

0280-31-7131

イオンバイクつくば店

茨城県つくば市稲岡66-1-Ｉ

029-839-1200

DCMホーマック つくば梅園店

茨城県つくば市下原377-1

029-839-0151

DCMホーマック ひたちのうしく

茨城県牛久市ひたち野東2丁目6-3

029-878-2261

ゼビオ水戸店

茨城県水戸市笠原町188-1

029-305-5712

ゼビオドームつくば学園東大通り店

茨城県土浦市中村南6丁目12-18

029-843-6610

ゼビオイーアスつくば店

茨城県つくば市研究学園5丁目19番地

029-868-7161

セーフティショップ おおしま

茨城県笠間市笠間1728

0296-72-0475

サイクルショップ佐野新都市店

栃木県佐野市高萩町1324-1

0283-20-5252

サイクルショップ小山店

栃木県小山市中久喜1467-1

0285-30-3000

サイクルショップ栃木店

栃木県栃木市箱森町37-9

0282-22-7711

ゼビオ足利店

栃木県足利市堀込町2485-2

0284-73-7141

ゼビオ宇都宮細谷店

栃木県宇都宮市細谷町694-1

028-643-6011

TRAIL LOVERS

栃木県小山市喜沢1475-34

0285-25-5132

じてんしゃ屋 フレーシュ

栃木県矢板市鹿島町10-30 幸ビル1F

070-3850-2004

スポークス・サイクル・ガレージ

栃木県宇都宮市今泉町16-1

028-680-4806

イオンバイク高崎店

群馬県高崎市棟高町1400

027-310-9500

サイクルショップ太田店

群馬県太田市石原町81

0276-47-8800

ゼビオスマーク伊勢崎店

群馬県伊勢崎市西小保方町368

(有)重田自転車店

群馬県高崎市江木町179

027-322-2845

Bike Shop NAKAJIMA

群馬県前橋市元総社町3-5-26

027-226-1777

イオンバイク浦和道祖土店

埼玉県さいたま市緑区道祖土3-17-8

048-882-3002

イオンバイク浦和芝原店

埼玉県さいたま市緑区芝原3-1-6

048-875-6464

イオンバイク浦和美園店

埼玉県さいたま市緑区美園6-9-26

048-812-6464

サイクルスポットステラタウン大宮店

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1

048-662-8555

イオンバイク与野店

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

048-856-7100

イオンバイク大宮店

埼玉県さいたま市櫛引町2-574-1

048-665-3101

イオンバイク北浦和店

埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29

048-822-3921

サイクルショップ川口前川店

埼玉県川口市前川1-1-11

048-263-5411

イオンバイク川口芝下店

埼玉県川口市芝下1-1-11

048-268-8889

イオンバイク川口江戸店

埼玉県川口市江戸3丁目32-24

048-283-3001

サイクルスポットララガーデン川口店

埼玉県川口市宮町18-9

048-240-5234

イオンバイク川越新宿店

埼玉県川越市新宿町5-19-1

049-248-9222

イオンバイク蕨店

埼玉県蕨市塚越5-6-35

048-445-4808

サイクルスポット和光市駅前店

埼玉県和光市丸山台1-10-18

048-423-3335

栃木県

群馬県

スマーク2F

0270-30-7800

埼玉県

イオンバイク武蔵藤沢店

埼玉県入間市東藤沢3-5-1 ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵藤沢Ｈ棟

04-2966-8006

サイクルショップ入間店

埼玉県入間市上藤沢462-1

04-2901-4500

イオンバイク朝霞泉水店

埼玉県朝霞市泉水1-8-6

048-467-2800

サイクルスポット丸井草加店

埼玉県草加市高砂2-9-1

048-929-8870

イオンバイク新座店

埼玉県新座市東北2-32-12

048-472-2611

イオンバイク北上尾PAPA店

埼玉県上尾市緑丘3丁目3-11-1

イオンバイク所沢けやき台店

埼玉県所沢市けやき台2-41-6

04-2925-0615

イオンバイク武里店

埼玉県春日部市大場805-1

048-737-9000

イオンバイク春日部店

埼玉県春日部市下柳420-1

048-718-3900

イオンバイク北戸田店

埼玉県戸田市美女木東1-3-1

048-422-9700

イオンバイク狭山店

埼玉県狭山市上奥富1126-1

04-2969-7700

イオンバイク東越谷店

埼玉県越谷市東越谷9-6-1

048-964-7766

イオンバイクせんげん台

埼玉県越谷市千間台西3-2-12

048-976-4392

イオンバイクレイクタウン店

埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3-1-1 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝMori１F

048-930-7228

イオンバイク越谷南店

埼玉県越谷市南町3-18-17

048-989-1339

サイクルショップ羽生店

埼玉県羽生市川崎2ｰ281ｰ3

048-560-0008

イオンバイク大井店

埼玉県ふじみ野市ふじみ野3-1-7

049-261-3101

サイクルオリンピック 武蔵浦和店

埼玉県さいたま市南区別所7-3-1

048-614-1354

サイクルオリンピック 所沢西店

埼玉県所沢市若狭1-2617-1

04-2003-0395

DCMホーマック 上尾店

埼玉県上尾市壱丁目 字上原397

048-783-8211

サイクルオリンピック おりーぶ新座店

埼玉県新座市中野2-1-38

048-479-2824

サイクルオリンピック 東川口店

埼玉県川口市戸塚3-5-30

048-297-6012

サイクルオリンピック 朝霞仲町店

埼玉県朝霞市仲町2-2-11

048-450-7377

ダイシャリン 和光店

埼玉県和光市白子１丁目１５−３

048-468-3840

ゼビオアリオ鷲宮店

埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1

ゼビオビバモールさいたま新都心店

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号

048-815-8000

ゼビオ埼玉ららぽーと富士見店

埼玉県富士見市山室1-1313 3階35100

049-275-1315

スポーツ館 カネコイングス

埼玉県朝霞市本町2-12-16

048-464-1187

有限会社 サイド商会

埼玉県鴻巣市加美3-3-29

048-596-2974

サイクルボックス

埼玉県さいたま市西区指扇領別所380-2いしいビル1階

048-625-0824

サイクルシティ カトー 八木橋店

埼玉県熊谷市仲町74 4F

048-577-7708

PAPA上尾ショッピングアベニュー１階

アリオ鷲宮

2F

048-776-0332

0480-57-1056

千葉県
イオンバイク幕張新都心店

千葉県千葉市美浜区豊砂1-6

イオンバイク幕張店

千葉県千葉市美浜区ひび野１－７かねたやﾙｰﾑﾃﾞｺ幕張新都心店１Ｆ

ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾙ1階

043-441-5819
043-275-5780

サイクルショップマリンピア店

千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1

043-277-6111

イオンバイクおゆみ野店

千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

043-300-5130

イオンバイク稲毛店

千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20

043-251-3211

ル・サイク市川コルトンプラザ店

千葉県市川市鬼高1-1-1

047-325-9655

イオンバイク行徳店

千葉県市川市行徳駅前2-11-13

047-396-0272

イオンバイク京成八幡駅前店

千葉県市川市八幡4-4-7 ｼｭﾗｲﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ1F

047-336-3196

イオンバイク市川妙典店

千葉県市川市妙典5-3-1

047-397-9831

イオンバイク新浦安

千葉県浦安市入船1-4-1

047-350-1147

イオンバイクボンベルタ成田店

千葉県成田市赤坂2-1-13ｱﾈｯｸｽA館１F

0476-28-6770

イオンバイク船橋店

千葉県船橋市山手1-1-8

047-420-7200

イオンバイク高根木戸店

千葉県船橋市習志野台1-1-3

047-464-7711

イオンバイク船橋田喜野井店

千葉県船橋市田喜野井6-22-6

047-466-2588

イオンバイクAT木更津請西店

千葉県木更津市請西南2-27-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ木更津SC1階

0438-30-6340

イオンバイク千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店

千葉県印西市中央北3-1-1

0476-48-1111

イオンバイク鎌ヶ谷店

千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1

047-441-7711

イオンバイク館山店

千葉県館山市八幡545-1

0470-23-8131

イオンバイク臼井店

千葉県佐倉市王子台1-23イオン臼井店1F

043-461-1111

イオンバイクATユーカリが丘

千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番3イオンタウンユーカリが丘西街区1Ｆ

043-460-1313

イオンバイク奏の杜店

千葉県習志野市奏の杜1-3-21

047-473-1819

サイクルショップ津田沼店

千葉県習志野市津田沼1-23-1

047-455-6000

イオンバイク東習志野店

千葉県習志野市東習志野6-7-8

047-478-5032

サイクルスポットテラスモール松戸店

千葉県松戸市八ケ崎2-8-1

047-701-7672

イオンバイク六高台店

千葉県松戸市六高台2-47-3

047-388-5311

イオンバイク成田店

千葉県成田市ｳｨﾝｸﾞ土屋24

0476-23-8300

サイクルショップ柏店

千葉県柏市豊町2-5-25

04-7142-5000

サイクルスポット柏店

千葉県柏市末広町15-4

04-7199-5015

サイクルショップ八千代緑が丘店

千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3

047-458-5211

イオンバイクAT木更津朝日店

千葉県木更津市朝日3-7-24

0438-23-0888

イオンバイクノア店

千葉県野田市中根36-1

04-7122-8100

イトーヨーカ堂 柏店

千葉県柏市柏2-15

04-7164-3111

ユニディ ショップス市川店

千葉県市川市鬼高3丁目28-16

047-712-7711

ユニディ 菅野店

千葉県市川市菅野6丁目7-1

047-320-0011

サイクルオリンピック 市川大野店

千葉県市川市南大野1-7-29

047-337-3382

ユニディ 松戸常盤平店

千葉県松戸市牧の原2-38

047-704-6331

サイクルオリンピック おりーぶ千葉桜木店

千葉県千葉市若葉区桜木北1-2-4

043-388-0039

DCMホーマック 白井店

千葉県白井市笹塚1丁目2-1

047-498-2222

ゼビオららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館2F

047-410-1131

KEY & BICYCLE

千葉県千葉市中央区春日2-25-1

043-241-5444

イオンバイク西葛西駅前店

東京都江戸川区西葛西5-2-3

03-5658-3130

イオンバイク東雲店

東京都江東区東雲1-9-10

03-6221-3400

サイクルショップ南砂店

東京都江東区南砂6-7-15

03-5677-3500

イオンバイク六町店

東京都足立区西加平2-6-6

03-3860-0819

イオンバイク梅島店

東京都足立区中央本町1-15-1

03-3889-1334

イオンバイク御嶽山駅前店

東京都大田区北嶺町36-14

03-3729-1618

サイクルスポット上池台店

東京都大田区上池台5-37-3

03-6451-7802

サイクルスポットマチノマ大森店

東京都大田区大森西3-1-38

03-6410-8464

サイクルスポット池上店

東京都大田区池上7-1-1

03-6410-5397

サイクルスポット雪が谷大塚店

東京都大田区南雪谷2-19-1

03-5754-5098

イオンバイク板橋店

東京都板橋区徳丸2-6-1

03-5398-3131

サイクルスポットときわ台店

東京都板橋区東山町13-15

03-5926-7951

イオンバイク品川シーサイド店

東京都品川区東品川4-12-5

03-5715-8300

サイクルスポット亀有店

東京都葛飾区亀有3-26-1

03-5629-3595

サイクルスポット森下店

東京都江東区森下1-5-10

03-6240-2450

サイクルスポット東大島店

東京都江東区大島7-23-12

03-5858-8494

ル・サイク三田店

東京都港区三田2-13-6

03-6453-7902

サイクルスポット南千住店

東京都荒川区南千住4-7-2

03-5850-5620

サイクルスポット笹塚店

東京都渋谷区笹塚1-61-8

03-6301-7315

ル・サイク四谷店

東京都新宿区四谷2-9

03-5368-2417

サイクルスポット市ヶ谷店

東京都新宿区市谷田町3-1-4

03-5206-5867

サイクルスポット阿佐ヶ谷店

東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-1-24

03-5347-0237

サイクルスポット西永福

東京都杉並区永福4-19-10

03-5929-3257

サイクルスポット荻窪店

東京都杉並区上荻1-25-1

03-5347-9175

サイクルスポット西荻窪店

東京都杉並区西荻南3-8-16

03-5336-3505

サイクルスポット奥沢店

東京都世田谷区奥沢5-14-31

03-5726-5257

サイクルスポット喜多見店

東京都世田谷区喜多見8-17-8

03-5727-1027

サイクルスポット経堂店

東京都世田谷区経堂2-4-14

03-5451-7232

サイクルスポット桜新町店

東京都世田谷区桜新町1-33-2

03-5752-5800

サイクルスポット三軒茶屋2号店

東京都世田谷区三軒茶屋1-33-22

03-5779-8158

サイクルスポット深沢店

東京都世田谷区深沢4-36-11

03-5752-6315

タケヒサ

東京都

サイクルスポット茶沢通店

東京都世田谷区太子堂3-15-2

03-6453-2846

ル・サイク下北沢店

東京都世田谷区代沢2-28-6

03-5712-5585

サイクルスポット用賀店

東京都世田谷区用賀4-28-18

03-5717-9802

サイクルスポット浅草店

東京都台東区松が谷4-24-12

03-5806-5358

サイクルスポット中野店

東京都中野区新井1-12-12

03-3387-5553

サイクルスポット中野坂上店

東京都中野区中央1-40-8

03-5348-8415

サイクルスポット野方店

東京都中野区野方6-17-5

03-5327-5863

サイクルスポット武蔵小山店

東京都品川区荏原3-6-5

03-5749-5065

サイクルスポット不動前店

東京都品川区西五反田3-12-15

03-6431-8987

サイクルスポット大井町店

東京都品川区大井4-13-17

03-5709-7950

サイクルスポット後楽園別館

東京都文京区小石川2丁目25-10

03-5615-9050

サイクルスポット西日暮里店

東京都文京区千駄木3-25-6

03-5834-0915

サイクルスポット湯島店

東京都文京区湯島3-34-6

03-5817-4925

サイクルスポット千石店

東京都文京区本駒込2-29-14

03-6902-9711

サイクルスポット大塚北口店

東京都豊島区北大塚2-18-8

03-5961-5025

サイクルスポット千川店

東京都豊島区要町3-32-2

03-5917-3826

イオンバイク赤羽店

東京都北区赤羽2-3-8

03-3901-0701

サイクルスポット王子店

東京都北区王子2-26-2

03-5902-5095

サイクルスポット錦糸町店

東京都墨田区大平3-11-10

03-5619-1353

サイクルスポット東向島店

東京都墨田区東向島3-39-10

03-5631-3162

イオンバイク碑文谷店

東京都目黒区碑文谷5-6-1

03-6412-8115

サイクルスポット学芸大学店

東京都目黒区五本木3-19-9

03-6451-2657

サイクルスポット平和台店

東京都練馬区春日町2-12-7

03-3577-9085

サイクルスポット大泉学園店

東京都練馬区東大泉6-51-4

03-5933-3597

ル・サイク立川店

東京都立川市緑町3-1

042-519-3658

イオンバイク立川幸町店

東京都立川市幸町2-29-1

042-537-2128

イオンバイク三鷹駅前店

東京都三鷹市下連雀4-14-28 NTT三鷹ﾋﾞﾙ1F

0422-46-8005

サイクルスポット吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺東町2-7-6

0422-29-7048

サイクルショップむさし村山店

東京都武蔵村山市榎1-1-3

042-516-0300

サイクルスポット武蔵小金井店

東京都小金井市本町5-19-3

042-382-5561

サイクルスポット日野バイパス店

東京都日野市万願寺5-14-2

042-589-0557

サイクルスポットつつじヶ丘店

東京都調布市西つつじヶ丘3-29-1

042-443-0152

イオンバイクビッグ昭島店

東京都昭島市宮沢町500-1

042-500-7011

イオンバイク東久留米店

東京都東久留米市南沢5-17-62

042-460-7300

サイクルスポット東久留米店

東京都東久留米市本町3-1-1

042-479-2615

イオンバイク東久留米北口店

東京都東久留米市東本町6-11 ｻﾆｰﾊﾟﾚｽ久留米１F

042-477-9677

サイクルショップ日の出店

東京都西多摩郡日の出町平井237-3

042-588-8777

ユニディ 若葉台店

東京都稲城市若葉台2丁目6

042-350-6901

イトーヨーカ堂 葛西店

東京都江戸川区東葛西9-3-3

03-5675-1011

サイクルオリンピック 三ノ輪店

東京都荒川区東日暮里1-8-1

03-3891-4583

ダイシャリン 矢川駅前店

東京都国立市富士見台４丁目５−２

042-505-7643

ユニディ 狛江店

東京都狛江市和泉本町4丁目6-3

03-5438-5511

サイクルオリンピック 早稲田店

東京都新宿区大久保2-2-6

03-5155-5627

サイクルオリンピック 高井戸店

東京都杉並区高井戸東3-21-17

03-5370-8028

サイクルオリンピック 綾瀬店

東京都足立区綾瀬4-8-14 シティパレス綾瀬1F

03-5697-9288

ダイシャリン 竹ノ塚店

東京都足立区西保木間１丁目１４−２３

03-5831-6640

サイクルオリンピック 下丸子店

東京都大田区下丸子4-21-4

03-5741-1971

サイクルオリンピック 萩中店

東京都大田区萩中2-7-7

03-5735-0711

DCMホーマック 八王子みなみ野店

東京都八王子市みなみ野1丁目3-1

042-632-6868

DCMホーマック 大井競馬場前店

東京都品川区勝島1丁目6-16 ウィラ大井 1階

03-5767-7631

サイクルオリンピック 府中店

東京都府中市本宿町1-44-7

042-358-2736

イトーヨーカ堂 武蔵境店

東京都武蔵野市境南町2-2-20

0422-31-2111

ダイエー赤羽別館1F

LAQUAS東新宿1F

グランシャリオ101号

サイクルオリンピック 白山店

東京都文京区西片1-17-11

03-3813-9121

ダイシャリン 池袋要町店

東京都豊島区要町１丁目２４−５

03-3974-7291

サイクルオリンピック 墨田文花店

東京都墨田区文花1-31-9

03-6675-5230

ダイシャリン 練馬春日町店

東京都練馬区春日町６丁目６−３９

03-5933-9303

サイクルショップオギヤマ 大井町店

東京都品川区東大井5-9-10-1

03-6433-1981

セオサイクル鮫洲店

東京都品川区東大井4-5-8

03-6433-3263

株式会社サイクルポイントナカネ

東京都大田区山王3-9-3

03-3771-1644

02 TOKYO

東京都港区港南3-3-32

03-5843-4262

横島サイクル商会

東京都品川区西大井-2-22-2

090-1432-7308

じてんしゃ屋JUNE

東京都大田区大森北6-24-10

03-6423-1550

神奈川県
イオンバイク金沢シーサイド店

神奈川県横浜市金沢区並木2-13-2ビアレ横浜

サイクルスポット綱島店

神奈川県横浜市港北区綱島2-11-24

新館1F

045-784-0190
045-540-6257

イオンバイク横浜新吉田店

神奈川県横浜市港北区新吉田東8-49-1

045-548-2069

サイクルショップ東神奈川店

神奈川県横浜市神奈川区富家町1

045-434-2121

イオンバイク本牧店

神奈川県横浜市中区本牧原8-1

ル・サイクベイタウン本牧店

神奈川県横浜市中区本牧原12-1

045-628-6756

サイクルショップ駒岡店

神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-6-1

045-585-7000

サイクルスポットイトーヨーカドー鶴見店

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30

045-500-5230

イオンバイク港北センター店

神奈川県横浜市都筑区中川中央2-2-1 ﾙﾗﾗこうほく1F

045-593-6678

サイクルショップ久里浜店

神奈川県横須賀市久里浜5-13-1

046-838-5200

イオンバイク海老名店

神奈川県海老名市中央2-4-1

046-231-2121

イオンバイク茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71

0467-88-3131

イオンバイク茅ヶ崎中央店

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

0467-82-6111

イオンバイク秦野店

神奈川県秦野市入船町12-1

0463-85-2000

サイクルスポットイトーヨーカドー川崎店

神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1

044-333-7725

サイクルスポット向ヶ丘遊園店

神奈川県川崎市多摩区登戸1763

044-930-1275

サイクルスポット武蔵小杉店

神奈川県川崎市中原区小杉町3-29-14

044-299-8468

イオンバイク相模原中央店

神奈川県相模原市中央区小町通り1-1-1

042-754-8755

イオンバイクイオン相模原SC店

神奈川県相模原市南区古淵2-10-1

042-754-8777

サイクルスポット相模大野店

神奈川県相模原市南区相模大野3-1-33

042-701-0682

イオンバイク相模大野店

神奈川県相模原市南区相模大野4-5-5 ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞD棟1F

042-765-5857

サイクルショップ大和鶴間店

神奈川県大和市下鶴間1-2-1

046-200-3300

イオンバイク大和店

神奈川県大和市渋谷６丁目６−１

046-269-1111

サイクルスポットイトーヨーカドー藤沢店

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-9-6

0466-54-0585

イオンバイク湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台2-13-10

0466-45-5868

サイクルスポットららぽーと湘南平塚店

神奈川県平塚市天沼10-1

0463-79-9430

サイクルオリンピック 今宿店

神奈川県横浜市旭区今宿東町1658 モールサイド5 1F

045-958-3015

サイクルオリンピック 東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区前田町503-1

045-828-3027

サイクルオリンピック 綱島樽町店

神奈川県横浜市港北区樽町3-12-26 正松ビル

045-534-0260

サイクルオリンピック 鶴見中央店

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-11-16

045-508-1718

サイクルオリンピック 港北ニュータウン店

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央27-10

045-286-3939

サイクルオリンピック 川崎鹿島田店

神奈川県川崎市幸区下平間290

044-533-0179

ユニディ ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F

044-874-8080

ユニディ 相模大野店

神奈川県相模原市南区上鶴間1丁目15-1

042-702-0511

サイクルオリンピック 相模大塚店

神奈川県大和市桜森3-5-5 1F

046-200-2026

ユニディ 湘南平塚店

神奈川県平塚市久領堤1-2

0463-25-0771

サイクルオリンピック 平塚湘南シティ店

神奈川県平塚市代官町33-1

ゼビオトレッサ横浜店

神奈川県横浜市港北区師岡町700番地

ゼビオテラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1

0466-38-3150

自転車屋 POP

神奈川県川崎市多摩区中野島2-7-1

044-911-4882

じてんしゃ102 かわもと

神奈川県横浜市中区野毛町2-102 河本ビル

045-231-3893

イオン本牧3番舘1階

045-625-3485

0463-38-7933
トレッサ横浜

北棟３F

045-533-3351

サイクルショップ ゴトウ

神奈川県川崎市中原区下小田中6-1-4

044-777-5775

ウスイ輪業

神奈川県川崎市川崎区四谷上町15-1

044-266-7480

相模サイクル【2号館】ロードレーサー本館

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境106-3

045-364-3733

中

部

地

方

新潟県
イオンバイク新潟青山店

新潟県新潟市西区青山2-5-1

イオンバイク新潟南店

新潟県新潟市江南区下早通柳田

025-231-9111

サイクルショップ新発田店

新潟県新発田市住吉町5-11-5

0254-21-7500

サイクルショップ長岡店

新潟県長岡市古正寺1-249-1

0258-28-0880

サイクルショップ上越店

新潟県上越市富岡3457

0255-21-2300

ゼビオ新潟亀田店

新潟県新潟市江南区早苗4-3-3

025-383-3939

ゼビオ上越店

新潟県上越市下門前1968

025-544-5439

サイクルショップ高岡南店

富山県高岡市下伏間江383

0766-32-1111

ゼビオ富山蜷川店

富山県富山市蜷川183

076-429-8744

ゼビオアピタ富山東店

富山県富山市上冨居3-8-38

076-452-3355

サイクルショップ クラカワ

富山県富山市大町25-2

076-491-5111

イオンバイク金沢店

石川県金沢市福久2-58

076-258-7588

イオンバイク御経塚店

石川県野々市市御経塚2-91 イオン御経塚1F

076-269-0130

イオンバイク野々市店

石川県野々市市上林4-666

076-294-0293

サイクルショップかほく店

石川県かほく市内日角タ25

076-289-1000

イオンバイク金沢工大前店

石川県野々市市扇が丘545

076-246-0242

イオンバイク杜の里店

石川県金沢市もりの里1-90

076-234-1055

ゼビオアピタタウン金沢ベイ店

石川県金沢市無量寺四丁目102番地-1

076-225-2505

サイクルショップ しらい

石川県河北郡津幡町加賀爪ル1-2

076-289-4243

有限会社 鍛冶商店

石川県金沢市茨木町68-7 2F

080-4117-4549

福井県福井市大和田町2-1230

0776-57-2181

イオンバイク甲府昭和店

山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区

055-268-7800

株式会社サイクルハンズ

山梨県甲府市湯田2-8-12

055-235-8331

サイクルショップ上田店

長野県上田市常田2-12-18

0268-29-8181

サイクルショップ南松本店

長野県松本市双葉5-20

0263-29-0011

イオンバイク佐久平店

長野県佐久市佐久平駅南11-10

0267-65-8711

イオンバイクエルサあづみ野店

長野県安曇野市三郷温2716-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｴﾙｻあづみ野内

0263-77-6631

イオンバイク川中島店

長野県長野市川中島町御厨980-1

026-286-7761

イオンバイク松本

長野県松本市中央4丁目9番51号イオンモール松本

ゼビオ長野南高田店

長野県長野市大字高田1841-1

026-268-4811

ゼビオ松本芳川店

長野県松本市村井町北2-14-57

0263-85-4939

ゼビオ飯田鼎店

長野県飯田市鼎名古熊651

0265-21-6266

ゼビオアリオ上田店

長野県上田市天神3丁目5番1号

有限会社 三沢自転車商会

長野県塩尻市広丘原新田184-2

0263-52-1507

サイクルショップ岐阜店

岐阜県岐阜市正木中1-2-1

058-294-1100

イオンバイク各務原店

岐阜県各務原市那加萱場町3-8

058-375-3500

サイクルショップ関店

岐阜県関市倉知516

0575-21-0120

サイクルショップ大垣店

岐阜県大垣市外野2ｰ100

0584-87-1300

イオンバイクAT大垣店

岐阜県大垣市三塚町丹瀬463-1

0584-75-6002

1-1-1

025-383-1300

富山県

石川県

福井県
ゼビオ福井大和田店

山梨県

長野県

アリオ上田2F

風庭１Ｆ

0263-88-8195

0268-29-6100

岐阜県

ゼビオカラフルタウン岐阜店

岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

058-218-3050

BIKE/CYCLE SHOP KITAGAWA

岐阜県本巣市下真桑1417-13

058-324-0716

川上軍三商会

岐阜県高山市本町4丁目23番地 弥生橋詰

0577-32-1537

サイクルスポット富士店

静岡県富士市永田町2-69-2

0545-32-8015

イオンバイク富士宮店

静岡県富士宮市浅間町1-8

0544-25-5310

イオンバイク浜松市野店

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3

053-468-1600

イオンバイク浜松鴨江店

静岡県浜松市中区鴨江3-70-20

053-456-3737

イオンバイク浜松志都呂店

静岡県浜松市西区志都呂町2-37-1

053-415-1100

イオンバイク袋井店

静岡県袋井市上山梨4-1-1

0538-30-1111

イオンバイク清水店

静岡県静岡市清水区上原1-6-16

054-344-2500

サイクルスポットMARKIS静岡店

静岡県静岡市葵区柚木1026

054-655-6750

ル・サイク&ルイガノショップ静岡モディ店

静岡県静岡市葵区御幸町6-10

054-204-0955

イオンバイク焼津店

静岡県焼津市祢宜島555

054-656-2300

サイクルスポットららぽーと沼津店

静岡県沼津市東椎路東荒301-3

055-960-7615

サイクルスポット沼津店

静岡県沼津市高島本町1-5

055-929-0345

ル・サイクIZU

静岡県三島市青木145-4

055-943-6825

ゼビオ浜松宮竹店

静岡県浜松市東区上西町1020-1

053-466-3030

ナカノサイクル

静岡県浜松市中区富塚町1883-1

053-472-1431

株式会社 シクロモトハラ

静岡県富士市厚原1151-8

054-571-9311

有限会社サイクルセブン

静岡県富士市伝法2021-3

054-551-9722

イオンバイク大高店

愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1

052-626-2600

イオンバイクナゴヤドーム前店

愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3

052-725-6700

イオンバイク千種店

愛知県名古屋市千種区千種2-16-13 ｲｵﾝ千種ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

052-386-0661

サイクルショップワンダーシティ店

愛知県名古屋市西区二方町40

052-506-5600

イオンバイクAT名西店

愛知県名古屋市西区香呑町6-49-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ名西１F

052-532-7521

イオンバイク名古屋みなと店

愛知県名古屋市港区品川町2ｰ1ｰ6

052-659-2511

イオンバイク名古屋茶屋店

愛知県名古屋市港区西茶屋 2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋内

052-309-6481

イオンバイク白雲店

愛知県名古屋市南区白雲町159

052-811-8011

イオンバイク新瑞橋店

愛知県名古屋市南区菊住1-7-１0

052-857-3100

イオンバイク守山店

愛知県名古屋市守山区笹ケ根3-1228

052-739-0111

イオンバイク熱田店

愛知県名古屋市熱田区六野一丁目208番地4

052-872-9819

イオンバイク長久手店

愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区

0561-76-3196

イオンバイク豊川店

愛知県豊川市開運通り2-31

0533-89-6131

サイクルショップ豊橋南店

愛知県豊橋市野依町字落合1-12

0532-29-3111

サイクルショップ三好店

愛知県みよし市三好町青木91

0561-33-3000

サイクルショップ木曽川店

愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-１

0586-84-4333

イオンバイク岡崎南店

愛知県岡崎市三崎町2-1

0564-57-2211

イオンバイクAT刈谷店

愛知県刈谷市東境町京和1

0566-35-5610

イオンバイク春日井店

愛知県春日井市柏井町4-17

0568-57-1717

イオンバイク小牧店

愛知県小牧市東1-126

0568-74-2311

イオンバイク常滑店

愛知県常滑市りんくう町二丁目20番３

0569-35-9500

サイクルショップ扶桑店

愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1

0587-91-3200

サイクルショップ東浦店

愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2

0562-82-2800

イオンバイク半田店

愛知県半田市有楽町8-7

0569-26-1111

ゼビオＬ-Ｂｒｅａｔｈ名古屋みなと店

愛知県名古屋市港区砂美町１−５

052-665-2081

ゼビオ名古屋砂田橋店

愛知県名古屋市東区砂田橋1丁目1番10 砂田橋ショッピングセンター

ゼビオ岡崎インター店

愛知県岡崎市洞町字的場10-1

ゼビオ豊田東新店

愛知県豊田市東新町6-17-1

さいくるぴっと INOUE刈谷

愛知県刈谷市高須町1-6-10

0566-25-7090

有限会社まるいち

愛知県西尾市下町御城下14-1

0563-54-3837

静岡県

愛知県

2階

052-725-7616
0564-25-5422

豊田ラッツ2F

0565-74-0071

カントリーモーニング

愛知県豊橋市大岩町北山399-15

0532-41-8882

自転車道

愛知県豊川市末広通1-32ロマビルマンション1-101

0533-80-2830

千賀サイクル中地店

愛知県津島市中地町3-31-1

0567-55-8993

サイクルショップ

愛知県知多郡武豊町石川1-22

0569-72-8680

サイクルステージマルヤス 日進赤池店

サッサ

愛知県日進市赤池5-2018-2

052-717-4690

ダイヤサイクル 清須店

愛知県清須市西田中城下28-1

052-401-3196

近

畿

地

方

三重県
イオンバイク日永店

三重県四日市市日永4丁目2番41号

日永カヨーSC１階

059-347-7377

イオンバイクＡＴ四日市泊店

三重県四日市市泊小柳町4-5-1

059-340-9566

サイクルショップ四日市尾平店

三重県四日市市尾平町字天王川原1805

059-330-0600

イオンバイク四日市北店

三重県四日市市富州原町2-40

059-361-6000

イオンバイク津南店

三重県津市高茶屋小森町145番地 イオンモール津南１階

059-253-1966

サイクルショップ伊勢店

三重県伊勢市楠部町乙160-2

0596-26-1500

イオンバイク東員店

三重県員弁郡東員町大字長深字築田 510-1

0594-86-1200

イオンバイク桑名中央店

三重県桑名市中央町1-24

0594-25-0670

イオンバイク鈴鹿店

三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2

イオンバイク菰野店

三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田 357

059-394-4761

ゼビオ津ラッツ店

三重県津市藤方716

059-221-4700

サイクルショップ長浜店

滋賀県長浜市山階町271-1

0749-68-5500

イオンバイク近江八幡店

滋賀県近江八幡市鷹飼町南500-3

0748-38-0330

サイクルショップ草津店

滋賀県草津市新浜町300

077-599-6000

ゼビオイオンモール草津店

滋賀県草津市新浜町300番地 B104

077-516-0233

KON'S CYCLE 草津

滋賀県草津市野村6丁目3-19

077-565-8081

イオンバイク洛南店

京都府京都市南区吉祥院御池町31

075-692-4560

イオンバイク円町店

京都府京都市中京区西ノ京中御門東町93

075-279-8190

サイクルショップ京都五条店

京都府京都市右京区西院追分町25-1

075-322-2300

イオンバイク久御山店

京都府久世郡久御山町森南大内156-1

075-633-0816

イオンバイク京都桂川店

京都府京都市南区久世高田町 376-1

075-925-3100

サイクルショップ高の原店

京都府木津川市相楽(さがなか)台1-1-1

0774-75-1700

ゼビオイオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地

コンズサイクル常盤店

京都府京都市右京区常盤一ノ井町4

075-882-8800

清水自転車

京都府京都市右京区常盤窪町15-20

075-872-8646

コンズサイクル大久保店

京都府城陽市平川茶屋裏6-1

0774-57-0007

コンズサイクル洛北阪急スクエア店

京都府京都市左京区高野西開町36-1300 洛北阪急スクエア1F

075-723-3666

コンズサイクルベルファ宇治店

京都府宇治市眞島町清水48 ベルファ宇治1F

0774-25-5000

KON'S CYCLE 洛北阪急スクエア

京都府京都市左京区高野西開町36-1300洛北阪急スクエア1F

075-723-3666

KON'S CYCLE MoMoテラス

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32MOMOTerrace（MOMOテラス）1F

075-603-0099

KON'S CYCLE 山科

京都府京都市山科区椥辻草海道町38番地42

075-583-5114

KON'S CYCLE 北大路

京都府京都市北区紫野上築山町42

075-417-4920

KON'S CYCLE ヴェルファ宇治

京都府宇治市槙島町清水48番地

0774-25-5000

サイクルどりーむ 四条店

京都府京都市右京区西院東貝川町3-2

075-323-3666

サイクルどりーむ 伏見店

京都府京都市伏見区竹田七瀬川町2-1

075-279-3196

サイクルどりーむ 小倉店

京都府宇治市小倉町老ノ木13-1

0744-25-5220

サイクルどりーむ 桂店

京都府京都市西京区下津林東芝ノ宮町2

075-391-7123

株式会社 きゅうべえスポーツ

京都府京都市左京区下鴨松ノ木町71-2

075-706-7801

STOKED CYCLE

京都府福知山市東本町128-1 103A

090-9047-2892

059-375-0777

滋賀県

京都府

大阪府

イオンモールKYOTO

075-693-7556

イオンバイク大阪ﾄﾞｰﾑシティ店

大阪府大阪市西区千代崎3-13-1

06-6584-1560

サイクルショップ鶴見緑地店

大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1

06-4257-3322

イオンバイク野田阪神店

大阪府大阪市福島区鷺洲1-12-9

06-6131-6282

イオンバイク喜連瓜破駅前店

大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13

06-6760-1777

イオンバイク東大阪店

大阪府東大阪市荒本北2-1-3

06-7669-0832

サイクルショップ東大阪店

大阪府東大阪市荒本北2-3-22

イオンバイク四條畷店

大阪府四條畷市砂四丁目3番2号ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷店

サイクルショップ野田阪神店

大阪府大阪市福島区海老江1-1-23

06-6457-6300

サイクルショップ茨木店

大阪府茨木市松ヶ本町8-30

072-645-3333

イオンバイク新茨木店

大阪府茨木市中津町18-1

072-632-5511

サイクルショップ高槻店

大阪府高槻市萩之庄3-47-2

072-669-5551

イオンバイク堺鉄砲町店

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地（イオンモール堺鉄砲町店

サイクルショップ大日店

大阪府守口市大日東町1-18

06-4252-3900

サイクルショップ北千里店

大阪府吹田市古江台4-2-50

06-6835-5600

イオンバイク南千里店

大阪府吹田市千里山西6-56-1

06-6337-2111

イオンバイク日根野店

大阪府泉佐野市日根野2496-1

072-468-1300

イオンバイクりんくう泉南店

大阪府泉南市りんくう南浜3-12

072-480-6300

サイクルショップ金剛東店

大阪府富田林市向陽台3-1-1

0721-28-1110

イオンバイク箕面店

大阪府箕面市西宿1丁目17番22号

072-727-3766

サイクルショップ和泉府中店

大阪府和泉市肥子町2-2-1

0725-41-1430

ゼビオららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府吹田市千里万博公園２－１

ゼビオ大阪守口店

大阪府守口市佐太東町2-9-10

ゼビオニトリモール枚方店

大阪府枚方市北山１丁目２番１号

ゼビオ東大阪菱江店

大阪府東大阪市中野南1-71

072-960-6571

株式会社トミタサイクル 鶴見店

大阪府大阪市鶴見区横堤3-11-9

06-6915-5903

サイクルショップ神戸北店

兵庫県神戸市北区上津台8ｰ1-1

078-983-3500

イオンバイク伊丹昆陽店

兵庫県伊丹市池尻4-1-1

072-773-6900

イオンバイク伊丹店

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1

072-787-0500

イオンバイク姫路北夢前台店

兵庫県姫路市上手野306

079-291-6510

サイクルショップ姫路リバーシティ店

兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

079-231-2210

イオンバイク姫路店

兵庫県姫路市増位本町2-12-10

079-224-2121

サイクルショップ姫路大津店

兵庫県姫路市大津区大津町2-5

079-230-6810

イオンバイク明石店

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1

078-387-6808

イオン高砂店

兵庫県高砂市緑丘2-1-40

079-444-2700

サイクルショップ加古川店

兵庫県加古川市平岡町新在家615-1

079-425-4121

サイクルショップ加西北条店

兵庫県加西市北条町北条308-1

0790-45-3500

イオンバイク社店

兵庫県加東市社1126-1

0795-40-2300

イオンバイク三田ウッディタウン店

兵庫県三田市けやき台1-6-2

079-564-8800

イオンバイク洲本店

兵庫県洲本市塩屋1-1-8

070-6445-7732

サイクルショップ赤穂店

兵庫県赤穗市中広字別所55-3

0791-43-6911

サイクルショップ猪名川店

兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1

072-765-1111

イオンバイク尼崎店

兵庫県尼崎市次屋3-13-18

06-4960-5010

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-5 3F

078-366-6333

兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番1376

078-793-2200

ジョイランド 柏原店

兵庫県丹波市柏原町母坪408-1

0795-72-2229

ゼビオららぽｰと甲子園店

兵庫県西宮市甲子園8番町1-100

サイクルショップ ナカゴヤ

兵庫県神戸市長田区野田町5-3-8

078-739-3399

山下商会

兵庫県西脇市西脇121

0795-22-2379

イオンバイク大安寺店

奈良県奈良市南京終町1-128-1

0742-88-8190

イオンバイクAT天理店

奈良県天理市東井戸堂町381

0743-88-8190

06-7669-9483（代）

２階

モールゾーン1F

モールゾーン1F）

20330

072-876-3190

072-232-3190

06-4864-8360
06-6916-5550

302区画

072-866-1439

兵庫県

ゼビオ神戸ハーバーランド店
ゼビオ神戸学園南インター店

本館

ららぽーと甲子園2Ｆ店番

0798-81-6933

奈良県

イオンバイク田原本店

奈良県磯城郡田原本町千代574-1

0744-39-3190

サイクルショップ橿原店

奈良県橿原市曲川町7-20-1

0744-25-8700

サイクルショップ桜井店

奈良県桜井市上之庄278-1

0744-44-1000

サイクルショップ登美ヶ丘店

奈良県生駒市鹿畑町3027

0743-70-0001

サイクルショップ大和郡山店

奈良県大和郡山市下三橋町741

0743-54-7111

イオンバイク西大和店

奈良県北葛城郡河合町中山台2-7

0745-41-3195

イオンバイク和歌山店

和歌山県和歌山市中字楠谷573

073-456-2700

サイクルショップ新宮店

和歌山県新宮市橋本2-14-23

0735-28-3111

ゼビオセントラルシティ和歌山店

和歌山県和歌山市小雑賀805-1

073-428-8050

自転車生活Touch! ﾏｴﾀﾞ自転車店

和歌山県田辺市上万呂414

0739-22-7701

和歌山県

中

国

地

方

鳥取県
イオンバイク鳥取北店

鳥取県鳥取市晩稲３４８番地

0857-38-3300

サイクルショップ日吉津店

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1

0859-37-0500

Cycle倉庫 米子店

鳥取県米子市両三柳776-1

0859-21-0408

イオンバイク出雲店

島根県出雲市渡橋町1066

0853-24-8200

サイクルショップ松江店

島根県松江市東朝日町151

0852-32-2121

ゼビオ松江東津田店

島根県松江市東津田町487-7

ゼビオゆめタウン出雲店

島根県出雲市姫原4丁目5-1

cycle倉庫

島根県出雲市天神町202-2

0853-31-4850

イオンバイク岡山庭瀬店

岡山県岡山市北区庭瀬237-1

086-280-4594

イオンバイク倉敷店

岡山県倉敷市水江1

086-430-5000

サイクルショップ津山店

岡山県津山市河辺1000-1

0868-21-7200

ゼビオ岡山新保店

岡山県岡山市南区新保1101-3

086-235-2626

大森自転車商会

岡山県岡山市東区西大寺中3-20-5

086-942-2067

WAVE BIKES 総社店

岡山県総社市中央4-1-103

0866-31-7970

株式会社TODAYA

岡山県岡山市北区中井町2-6-6

086-233-8678

イオンバイク五日市店

広島県広島市佐伯区千同2-11-1

082-923-8422

イオンバイク観音新町店

広島県広島市西区観音新町1-2-21 観音ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾋﾞﾙ1F

082-530-4872

サイクルショップ宇品店

広島県広島市南区宇品東6-1-15

082-250-8100

イオンバイク段原日出店

広島県広島市南区段原日出1-13-6 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ1F

082-286-2320

サイクルショップ三原店

広島県三原市城町2-13-1

0848-62-8888

イオンバイク春日店

広島県福山市春日町3-2-28

084-948-6070

イオンバイク広島祇園店

広島市安佐南区祇園3-2-1

082-846-1000

イオンバイク広島府中店

広島県安芸郡府中町大須2-1-1

082-561-0500

ゼビオ広島アルパーク店

広島県広島市西区草津南4丁目7-1

082-501-3120

ゼビオ広島八木店

広島県広島市安佐南区八木2-16-10

082-873-3325

島根県

0852-60-2021
ゆめタウン出雲

別館スポーツ棟

0853-24-7655

岡山県

広島県

四

国

徳島県
イオンバイク徳島店

徳島県徳島市南末広町4番1号 モールゾーン1F

088-679-8190

サイクルショップ高松店

香川県高松市香西本町1-1

087-842-8000

イオンバイク高松ﾚｲﾝﾎﾞｰ通り店

香川県高松市松縄町1128-4

087-804-0197

イオンバイク高松東店

香川県高松市福岡町3-8-5

087-804-7107

イオンバイク高松兵庫店

香川県高松市兵庫町8-1 高松兵庫町ビル1F

087-804-0161

香川県

イオンバイク坂出店

香川県坂出市京町1-4-18

0877-45-2111

サイクルショップ綾川店

香川県綾歌郡綾川町萱原822-1

087-876-8000

イオンバイク松山店

愛媛県松山市朝生田町1-1-2

089-943-6330

イオンバイク今治新都市店

愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 ﾓｰﾙｿﾞｰﾝ1F

0898-23-3190

イオンバイク新居浜店

愛媛県新居浜市前田町8-8

0897-31-0600

ゼビオ松山問屋町店

愛媛県松山市問屋町5番22号

089-917-7601

ゼビオエミフル松前店

愛媛県伊予郡松前町筒井850番

089-961-6630

サイクルライフ いぬがい

愛媛県宇和島市和霊元町1-3-5

089-522-2269

サイクルショップ高知店

高知県高知市秦南町1-4-8

088-826-8100

ゼビオ高知インター店

高知県高知市薊野西町三丁目34番1号

088-846-3391

愛媛県

高知県

九

州

地

方

福岡県
イオンバイク小倉貴船店

福岡県北九州市小倉北区貴船町2番地1

093-932-0881

イオンバイク直方店

福岡県直方市湯野原2丁目1-1

070-6964-8750

イオンバイク福津店

福岡県福津市日蒔野6丁目16-1

070-6964-6840

イオンバイク香椎浜店

福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1

070-6964-6791

イオン穂波店

福岡県飯塚市枝国長浦666番地48

0948-26-1717

イオン若松店

福岡県北九州市若松区二島1丁目3番1号

093-772-1515

イオン八幡東店

福岡県北九州市八幡東区東田3丁目２-102

093-663-8111

イオンなかま店

福岡県中間市上蓮花寺1⁻１⁻1

093-246-1147

イオンバイク那の川店

福岡県福岡市南区那の川2丁目1-17

0955-70-6200

イオンバイク笹丘店

福岡県福岡市中央区笹丘1丁目36-1

092-717-3221

イオンバイクマリナタウン店

福岡県福岡市西区豊浜3丁目1-10

080-3301-8824

イオンバイク福岡伊都店

福岡県福岡市西区北原1丁目2-1

070-6578-4009

イオン福岡東店

福岡県粕屋郡志免町別府北2丁目14番1号

092-611-2121

イオンバイク大橋店

福岡県福岡市南区大橋４丁目25-25

092-554-2621

イオンバイク小郡店

福岡県小郡市大保字弓場110

080-4346-1874

イオンバイク筑紫野店

福岡県筑紫野市大字立明寺434-1

070-6964-8749

イオンバイク甘木店

福岡県朝倉市甘木380番地

080-4136-1708

イオンバイク福岡店

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

080-9431-8676

イオン大野城店

福岡県大野城市錦町4-1-1

092-572-2100

イオン大牟田店

福岡県大牟田市岬町3番地4

0944-59-2700

イオン二日市店

福岡県筑紫野市二日市北2⁻2⁻1

092-924-1581

ゼビオキャナルシティ博多店

福岡県福岡市博多区住吉1-2-74 キャナルシティ博多サウスビル３F

092-283-8520

ゼビオ福岡春日店

福岡県春日市春日5-51

092-595-5500

ゼビオ福岡木の葉モール橋本店

福岡県福岡市西区橋本2丁目27番2号

ゼビオゆめタウン久留米店

福岡県久留米市新合川1-3-30

0942-45-7456

イオンバイク挾間店

大分県由布市挾間町北方77番地

080-3691-7738

イオン三光店

大分県中津市三光佐知1032番地

0979-26-8300

イオン高城店

大分市高城西町28番1号

097-554-0200

イオン挾間店

大分県由布市挾間町北方77番地

097-586-3800

サイクルショップコダマわさだ店

大分県大分市市1187

097-588-8180

サイクルショップコダマ森町バイパス店

大分県大分市森438-1

097-524-0500

サイクルショップコダマ 府内町本店

大分県大分市府内町1丁目6-19 Kccビル

097-536-1510

イオン唐津店

佐賀県唐津市鏡字立神4671番地

0955-70-6200

イオン佐賀大和店

佐賀市大和町大字尼寺3535番

0952-64-8000

木の葉モール橋本

2F

092-811-8290

大分県

佐賀県

長崎県
イオンバイク大村店

長崎県大村市幸町25-200

070-1489-2635

イオン有家店

南島原市有家町山川135-1

0957-65-2300

ゼビオアクロスプラザ佐世保藤原町店

長崎県佐世保市藤原町20番7号

0956-20-8500

イオンバイク熊本店

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

080-4184-5655

イオンバイク熊本中央店

熊本県熊本市中央区大江4丁目2-1

080-4424-9648

イオンバイク新大江店

熊本県熊本市中央区新大江1丁目18-1

080-4382-5883

イオン宇城店

熊本県宇城市小川町河江1-1

0964-34-6161

イオン天草店

熊本県天草市亀場町食場後山下740

0969-27-6767

イオン錦店

熊本県球磨郡錦町大字西字打越715-1

0966-38-0111

有限会社コデラ

熊本県熊本市南区流通団地1丁目30

096-377-2300

イオンバイク鹿児島店

鹿児島県鹿児島市東開町7

070-6983-4868

イオンバイク姶良店

鹿児島県姶良市西餅田264-1

080-4759-8659

イオンバイク隼人国分店

鹿児島県霧島市隼人町見次1229

070-1489-2723

イオンバイク鹿児島店

鹿児島県鹿児島市東開町8

070-6983-4869

坂之上サイクル東開フィット

鹿児島県鹿児島市東開町4-129

099-814-7779

じてんしゃのトミハラ

鹿児島県鹿児島市平之町8-2

099-226-0430

ゼビオオプシア鹿児島店

鹿児島県鹿児島市宇宿-3-5

099-812-7177

イオンバイク宮崎店

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1

070-6941-6472

イオン延岡店

宮崎県延岡市旭町2-2-1

0982-23-1700

イオン都城店

宮崎県都城市早鈴町1990

0986-46-2222

ゼビオ宮崎店

宮崎県宮崎市中村西3-4-14

0985-52-8085

ゼビオ宮崎花ヶ島店

宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町2653番地

0985-61-6131

熊本県

鹿児島県

宮崎県

沖

縄

沖縄県
ゼビオ宜野湾店

沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番3号

098-870-9611

ゼビオうるま店

沖縄県うるま市字前原183-9

098-979-0003

