自転車安全整備店（埼玉県）
平成28年11月01日
店名
バイクスタジオ
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ さいたま新都心店
㈲近藤自転車店
サイクルショップ タマキ
イオンバイク 北浦和店
(名)藤倉商店
小山輪業
すぎやまスポーツサイクル
松本サイクル 瀬ケ崎店
鈴木サイクル
サイクルショップ ホツプス
㈲鈴木ホンダ販売
セオサイクル 浦和東口店
セオサイクル 北浦和店
進藤自転車モータース
サイクルショップ プラスワン
かくらサイクル
渡井輪業
㈲関根商事
塚本サイクル
まつばやサイクル
サイクルセンター タカハシ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 岩槻店
サイクルショップせきね
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 岩槻店
モーターサイクル タナカ
サイクルショップ丸栄
ロヂャース 大宮店
Bicycle Work Shop 鈴木
おおやサイクル
メカニココバヤシ 大和田店
小川自転車店
星野サイクル
サイクルステーション東大宮
イオンバイク 東大宮店
セオサイクル 東大宮店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 東大宮店
セオサイクル 大宮七里店
サイクルプラザ タマキ
自転車工房いのうえ
サイクルハウス杉田
サイクルショップ ビーエス
山崎サイクル
ロヂャース 浦和店
スポーツサイクル ルコック
㈲サイクルショップむさし
ベロ・ウッドベル
松本サイクル
ダイエー 西浦和店
チャリコ
カインズホーム 大宮店
サイクルショップかみやま
イオン 大宮西店
サイクルショップおかだ
サイクルボックス
㈲山内輪業

住所
さいたま市浦和区岸町４－２－２２
さいたま市浦和区上木崎１－１３－１
さいたま市浦和区上木崎１－３－２８
さいたま市浦和区上木崎６－３７－１６
さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９
さいたま市浦和区常盤２－１１－２２
さいたま市浦和区常盤３－１８－１６
さいたま市浦和区常盤３－２－２０
さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１９－１４
さいたま市浦和区仲町１－４－１４
さいたま市浦和区仲町４－２－１９
さいたま市浦和区東高砂町１９－２
さいたま市浦和区東仲町１２－９
さいたま市浦和区北浦和５－６－７-101号
さいたま市浦和区領家６－１９－１２
さいたま市浦和区領家７－１７－１０
さいたま市岩槻区加倉２－１５－２
さいたま市岩槻区加倉４－２８－３１
さいたま市岩槻区上野９４９
さいたま市岩槻区西町１－４－２
さいたま市岩槻区仲町１－１０－２８
さいたま市岩槻区東岩槻６－１０－１
さいたま市岩槻区南平野４５５－１
さいたま市岩槻区日の出町９－６７
さいたま市岩槻区府内３－７－１
さいたま市岩槻区本町５－５－１３
さいたま市見沼区丸ケ崎１０３６－４
さいたま市見沼区丸ケ崎宮ノ下１３８５
さいたま市見沼区深作２－４－２２
さいたま市見沼区大谷１４８０－１０
さいたま市見沼区大和田町２－９０１－３
さいたま市見沼区大和田町２－９９６
さいたま市見沼区中川１４－１
さいたま市見沼区東大宮１－８５－３
さいたま市見沼区東大宮２－３８－７
さいたま市見沼区東大宮４－６４－１９
さいたま市見沼区東大宮７－５２－５
さいたま市見沼区東門前５６－１
さいたま市見沼区南中野４６７－１
さいたま市見沼区堀崎町１０９６－５
さいたま市見沼区堀崎町１６９－２
さいたま市見沼区蓮沼１２９２
さいたま市桜区下大久保９５４
さいたま市桜区山久保１－１１－１
さいたま市桜区山久保２－１－５
さいたま市桜区上大久保９７２－１
さいたま市桜区西堀９－５－１２
さいたま市桜区田島４－１０－７
さいたま市桜区田島５－１８－１５
さいたま市桜区田島６－２－１２-105号
さいたま市西区高木１４８０－２
さいたま市西区三橋６－１８６
さいたま市西区三橋６－６０７－１３
さいたま市西区指扇領別所３３０－３
さいたま市西区指扇領別所３８０－２ｲｼｲﾋﾞﾙ1F
さいたま市西区植田谷本３９９
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱさいたま新都心駅前店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６
セオサイクル 大宮宮町店
さいたま市大宮区宮町２－７７－１-1F
バイシクルセオ 大宮店
さいたま市大宮区宮町２－８１－１Ｆ

電話番号
048-822-0017
048-815-6211
048-831-6980
048-824-2350
048-822-3921
048-831-2422
048-831-5471
048-831-0304
048-886-1529
048-822-8085
048-862-2199
048-882-8598
048-813-8255
048-832-8442
048-831-6672
048-825-3780
048-756-2384
048-758-0541
048-794-2408
048-756-1521
048-756-1779
048-758-1218
048-790-1388
048-756-1640
048-791-6211
048-758-0241
048-685-6865
048-688-1234
048-688-3933
048-684-3525
048-687-8199
048-683-7727
048-683-3303
048-689-9300
048-667-5207
048-666-6763
048-681-7071
048-683-8690
048-686-5504
048-687-7096
048-686-3196
048-687-9669
048-854-9401
048-852-2510
048-852-2554
048-854-9487
048-783-4388
048-862-5654
048-615-6278
048-711-8222
048-625-8111
048-624-2075
048-620-1511
048-623-6145
048-625-0824
048-624-1586
048-645-1010
048-871-6441
048-658-2666

店名
ビックカメラ 大宮西口そごう店
ミツワ屋輪店
高橋自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大宮三橋店
サイクルセンターあいかわ
(資)小沢ホンダ販売
塚原輪店
セオサイクル 大宮大成店
マルマン自転車店
セオサイクル 大宮東町店
㈲島田商会
㈱はとや 与野店
サイクルショップ ライフ
島忠ホームズ 与野店
ドン・キホーテ 与野店
サイクルショップつるや
中川サイクル
イオンバイク 与野店
サイクルショツプENOMOTO
滝沢輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 与野本町店
大畑輪店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 武蔵浦和店
工輪社
イオンバイク 中浦和店
牛山サイクル
セオサイクル 武蔵浦和店
伊藤サイクル
セオサイクル 南浦和東口店
バイシクルセオ 浦和店
セオサイクル 南浦和店
サイクルショップ篠崎
シュナ・サイクルショップ
浦和サイクルセンター
サイクルオリンピック 武蔵浦和店
イトーヨーカドー 大宮宮原店
サイクルスポット ｽﾃﾗﾀｳﾝ大宮店
㈲中山オート商会
金井サイクル
サイクルライフ ニシキ
イオンバイク 大宮店
サイクルステーション 大宮店
じてんしゃ屋KENchan 土呂店
森自転車
モリサイクル
菅原輪業
サイクルショップひので
平沼自転車店
大野自転車店
サイクルセンター原山
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 浦和東店
セオサイクル 浦和三室店
カインズホーム 浦和美園店
イオンバイク 浦和芝原店
㈲堀江モータース
鈴木商店
門脇輪店
イオンバイク 浦和美園店
セオサイクル 東浦和店
サイクルショップ大牧
イオンバイク 浦和道祖土店
増田自転車店
イオンバイク 大井店
㈲上野輪店

住所
さいたま市大宮区桜木町１－８－４
さいたま市大宮区桜木町２－３８５－６
さいたま市大宮区桜木町４－９９６
さいたま市大宮区三橋２－３２７－３
さいたま市大宮区三橋４－９９５－２
さいたま市大宮区大成町１－１２３
さいたま市大宮区大成町２－１７１
さいたま市大宮区大成町３－３３６
さいたま市大宮区天沼町１－８０－２
さいたま市大宮区東町２－１６ｸﾘｰﾝﾋﾙ秋谷1階(中)B

さいたま市中央区下落合４－１－１９
さいたま市中央区上落合１－８－１０
さいたま市中央区上落合２－５－３３
さいたま市中央区新中里３－２０－３０
さいたま市中央区八王子１－７－２６
さいたま市中央区八王子２－６－１６
さいたま市中央区八王子５－１３－１
さいたま市中央区本町西５－２－９
さいたま市中央区本町東１－１２－１３
さいたま市中央区本町東２－１５－１４
さいたま市中央区鈴谷８－１１－１６
さいたま市南区曲本１－６－８
さいたま市南区四谷１－６－３
さいたま市南区四谷３－７－３３
さいたま市南区鹿手袋２－１１－５
さいたま市南区松本４－９－３
さいたま市南区沼影１－２７－５
さいたま市南区太田窪２８６１－１
さいたま市南区南浦和３－９－１
さいたま市南区白幡３－２－７
さいたま市南区文蔵２－１６－１３
さいたま市南区文蔵４－１６－１９ﾊｲﾂ平成103
さいたま市南区別所１－１２－１１
さいたま市南区別所３－１－３
さいたま市南区別所７－３－１
さいたま市北区宮原町１－８５４－１
さいたま市北区宮原町１－８５４－１ｽﾃﾗﾀｳﾝ公園棟

さいたま市北区宮原町２－２２－８
さいたま市北区宮原町３－２４８
さいたま市北区櫛引町２－１８４
さいたま市北区櫛引町２－５７４－１
さいたま市北区大成町４－１７７－１
さいたま市北区土呂町１－１５－１３
さいたま市北区土呂町２－８７－１６
さいたま市北区東大成町１－６０５－２
さいたま市北区日進町２－７８８
さいたま市北区日進町３－１３９－２
さいたま市北区本郷町１２８－２
さいたま市緑区宮本町２－１０－１９
さいたま市緑区原山２－３０－２１
さいたま市緑区三室１１９９
さいたま市緑区三室１２０９－８
さいたま市緑区寺山字山下１４５
さいたま市緑区芝原３－１－６
さいたま市緑区上野田４８５
さいたま市緑区代山１０７
さいたま市緑区大門１５９３－１
さいたま市緑区大門３７１０
さいたま市緑区東浦和１－１５－１８
さいたま市緑区東浦和７－４１－１５
さいたま市緑区道祖土３－１７－８
さいたま市緑区南部領辻３７２８－３
ふじみ野市ふじみ野１－２－１
ふじみ野市旭１－１９－１６

電話番号
048-647-1111
048-664-1088
048-641-9071
048-621-3200
048-622-1261
048-663-2522
048-663-1806
048-782-8554
048-641-4029
048-871-8071
048-852-5007
048-840-1331
048-855-3377
048-815-5515
048-859-8111
048-854-0931
048-854-6710
048-856-7100
048-857-3308
048-852-1336
048-851-6577
048-863-2764
048-844-3120
048-861-1864
048-865-3233
048-863-0095
048-862-9595
048-881-2381
048-886-0650
048-839-9567
048-863-6571
048-861-7353
048-837-1747
048-861-7033
048-845-9231
048-654-3111
048-662-8555
048-664-5533
048-664-5950
048-665-8382
048-665-3101
048-662-3180
048-871-9541
048-653-5221
048-653-6711
048-663-1627
048-666-2162
048-663-7143
048-873-5533
048-887-1220
048-810-4875
048-875-1782
048-878-2111
048-875-6464
048-878-0209
048-878-0103
048-878-0122
048-812-6464
048-874-9553
048-873-4228
048-882-3002
048-878-0173
049-267-0732
049-261-0029

店名
サイクルセンター アライ
サイクルスポット 上福岡店
サイクルショップ オオノ
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 埼玉大井店
上野ホンダ販売
イトーヨーカドー 上福岡東店
杉渕輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ふじみ野店
スナガ輪業
サイクルショップいいづか
イオン 羽生店
㈲中村車輌販売
中島商会
サイクルセンター埼北
イオンバイク レイクタウン店
ミスターマックス 越谷店
岡田輪業
川口輪業
高橋モーターサイクル
スーパーバリュー 越谷店
トバリサイクル
岡田輪業
サトウサイクル
ヌマザワ サイクル
㈱平林ホンダ販売
ACTIVE CYCLE
内田自転車商会
リサイクラー
サイクルハウスＴＭＣ
ロヂャース 越谷店
イイムラサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南越谷店
イマナリサイクル
セオサイクル 越谷店
アキヒロサイクル
セオサイクル せんげん台店
㈲斉藤商店
サイユウサイクル
サイクルショップおおた
ヤマイチサイクル
サイクルショップたかおか
篠宮輪業
新井輪店
サイクルランド
㈲いけもとサイクル
サイクルショップかねこ
コーダーブルーム 東越谷店
イオンバイク 東越谷店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北越谷店
イオン 南越谷店
サイクルショップ オカノ
イオンバイク 越谷南店
サイクルショップ ヤマイチ
白鳥サイクル
㈲服部サイクル
サイクルセンター岸
サイクルショップ オクムラ
宮倉輪店
サイクルショップ銀輪
松川自転車店
萩原サイクル
セオサイクル 桶川店
星サイクル
峯尾モーターサイクル

住所
ふじみ野市桜ケ丘２－７－１１
ふじみ野市上福岡１－１０－１
ふじみ野市上福岡２－３－９
ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５
ふじみ野市大井８１１－５
ふじみ野市大原２－１－３０
ふじみ野市鶴ケ岡３－２－３８
ふじみ野市鶴ケ舞３－６－９
羽生市砂山４５３－２
羽生市西１－１３－１８
羽生市川崎２－２８１－３
羽生市中央２－４－３５
羽生市中央４－５－３
羽生市南２－３０－１
越谷市レイクタウン３－１－１ﾚｲｸﾀｳﾝMori1F
越谷市越ケ谷１－１６－６
越谷市越ヶ谷本町５－１４
越谷市恩間１２３
越谷市恩間３３９
越谷市下間久里１９７－１
越谷市花田２－２－７
越谷市蒲生３－１７－２８
越谷市蒲生３－２－２１
越谷市蒲生３－６－８
越谷市蒲生愛宕町１－２２
越谷市蒲生寿町１４－１３－１０１
越谷市蒲生本町１３－５８
越谷市瓦曽根２－１０－４７
越谷市瓦曽根２－９－１３
越谷市宮本町5-156
越谷市元柳田町９－２１
越谷市七左町３－２３
越谷市赤山町４－１－３９
越谷市赤山本町２－１７-1F
越谷市千間台西２－７－１５
越谷市千間台西５－５－１１
越谷市相模町６－３８４－６
越谷市大沢１７００－１５
越谷市大泊９８４－６
越谷市大房７８５－４
越谷市大里９６－４
越谷市大林町２２
越谷市登戸町１４－３６
越谷市東越谷１０－８５
越谷市東越谷１－３－９
越谷市東越谷４－２９－６９
越谷市東越谷７－２６
越谷市東越谷９－４５－１
越谷市東大沢３－２３－６
越谷市南越谷１－２８７６－１
越谷市南荻島１４４
越谷市南町３－１８－１７
越谷市北越ケ谷４－７－５
越谷市弥十郎１９５
越谷市弥生町３－３９
桶川市下日出谷２５５－５
桶川市下日出谷８０５－１１
桶川市鴨川２－２１－１９
桶川市坂田東１－１７－１
桶川市寿２－５－１１
桶川市西１－８－１６
桶川市泉１－８－４101号
桶川市大字坂田１４０４－１
桶川市大字川田谷３３６０－３

電話番号
049-263-6525
049-293-5248
049-261-0107
049-278-7911
049-261-1162
049-269-2111
049-263-5730
049-256-6241
0485-61-3304
048-561-1568
048-560-0008
048-561-1041
048-561-0326
048-561-1405
048-930-7228
048-993-7000
0489-62-3363
0489-75-1730
048-977-8366
048-974-7111
048-962-4571
0489-86-1932
048-988-7873
048-986-3584
048-986-7557
048-989-5241
0489-86-3050
048-962-0924
048-966-5276
048-969-1234
048-965-3656
048-990-3070
0489-65-8255
048-947-9632
0489-77-6992
048-979-0802
0489-86-5601
0489-77-9177
048-974-2853
048-974-3274
0489-75-2014
0489-74-4670
0489-86-7656
0489-66-6306
0489-66-2937
048-962-3360
048-960-6588
048-964-7766
048-970-7780
048-985-6461
0489-76-4030
048-989-1339
048-974-5728
0489-75-2385
0489-62-3821
048-786-3973
048-786-6118
048-786-4508
048-782-9295
048-771-2508
048-771-6768
048-779-8646
048-728-6859
048-787-0728

店名
野本輪業
細野自転車店
朝倉エンタープライズ
サイクルパーク 桶川店
自転車館 埼玉
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 加須店
青鹿輪業
神田自転車店
林輪業
立野輪店
㈲富田商店
カインズホーム 大利根店
小沢サイクル
相原輪業
サイクルショップ ツカダ
㈲熊田モータース
小林分店
彩くる
小山輪店
サイクルハウス カドイ
サイクル・ソリューション
㈲田村モータース
青鹿商会
岡野輪店
自転車さんだいじ
㈲会田商会
ファミリーサイクル いがらし
吉沢輪業
篠原輪業
小山輪業
サイクルショップよしぎん
武井工輪社
サイクルショップ うちだ
イトーヨーカドー 鷲宮店
柿沼オートサイクル
岡安輪業
DCMホーマック 東鷲宮店
イオン 東鷲宮店
㈲ゼブラ商店
サイクルショップかながみ
内田サイクル
かわばた自転車
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ久喜店
染谷輪業
中條輪店
サイクルショップ キタダ
清水サイクル
スポーツオーソリティ 狭山店
イオンバイク 狭山店
ミヤギサイクル
いのまたサイクル
村田サイクル
㈲内田商会
ラッキー サイクル
アタラシモーターサイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 狭山店
セキチュー 狭山北入曽店
㈲原島オートサービス
サイクルショップしばざき
㈲大島自動車商会
エグロ自動車㈲
矢島サイクル
湯沢商会
サイクルショップ石川

住所
桶川市南１－９－７
桶川市南２－６－２
桶川市南２－８－６
桶川市北２－３－３７
桶川市末広１－１－１-105号
加須市下高柳１－７
加須市下樋遺川１４０３－２
加須市外田ケ谷５９２
加須市旗井２３７８
加須市騎西１３２１
加須市騎西１３５６
加須市琴寄７０
加須市上高柳５２０
加須市上種足１１５５
加須市諏訪２－６－２９
加須市大字下樋遺川１２８１－７
加須市大門町１６－３２
加須市中央２－６－２０
加須市土手町１－１２－２１
加須市南大桑２９１９－１
加須市馬内１５３３－５
加須市北下新井３８６
加須市北平野８２８－１
加須市本町７－１
吉川市栄町１３７８－３
吉川市栄町１５１１－１
吉川市高富１－２８－１０
吉川市川藤３８８０
吉川市川藤６００－３
吉川市平沼１１８
吉川市木売２－２－５
久喜市久喜中央３－７－２２
久喜市久喜東３－１８－１３
久喜市久本寺谷田７－１
久喜市栗橋東３－１－１３
久喜市佐間１２４４
久喜市桜田２－６－１
久喜市桜田３－２－１
久喜市菖蒲町菖蒲１６２
久喜市上内１４４２－２
久喜市青葉３－９－４
久喜市本町５－７－７
久喜市本町７－７－３１
久喜市鷲宮３１３６
狭山市稲荷山１－８
狭山市狭山台３－１０－１２
狭山市笹井１－６－２
狭山市上奥富１１２６－１ｲｵﾝ狭山店2F
狭山市上奥富１１２６－１
狭山市新狭山３－９－３５
狭山市水野１００８－３７
狭山市東三ツ木３３３－２
狭山市南入曽５５０－３
狭山市柏原１５７３
狭山市柏原１６０６
狭山市富士見１－２９－３
狭山市北入曽７２０－１
狭山市堀兼４７８－２
熊谷市伊勢町１６８
熊谷市永井太田１２７７－１
熊谷市永井太田１２９２
熊谷市下恩田３１９
熊谷市下奈良３２１－２
熊谷市柿沼７９０－３

電話番号
048-771-1054
048-771-3227
048-771-2220
048-776-1001
048-776-2601
0480-67-0911
0480-68-5733
0480-73-1673
0480-72-2757
0480-73-0662
0480-73-0008
0480-78-2111
0480-73-2146
0480-73-0481
0480-61-4948
0480-68-5714
0480-61-2618
0480-48-6458
0480-61-3416
0480-65-0259
0480-31-6170
0480-72-2180
0480-72-2792
0480-61-3297
0489-82-5259
0489-82-3151
048-981-3771
0489-82-0435
0489-82-0493
0489-82-2209
0489-82-0157
0480-21-0450
048-21-9018
0480-58-5555
0480-52-0417
0480-52-0795
0480-57-0261
0480-58-4147
0480-85-0046
0480-58-8283
0480-22-7476
0480-21-1732
0480-29-3325
0480-58-0100
04-2952-3220
04-2957-1367
04-2954-5064
04-2900-0361
04-2969-7700
04-2953-8545
04-2957-1532
042-952-4222
04-2959-3067
0429-54-2538
04-2952-2562
04-2950-5333
042-950-0210
04-2957-5507
048-522-0154
048-588-1037
048-588-1048
048-536-1755
048-522-1230
048-523-1907

店名
㈲萩原商店
栗原芳晴輪店
伊東サイクル
竹内輪店
湯本サイクル
蓮輪店
茂木サイクル
宇野商会
髙橋軽車商会
秋山モータース
折川サイクル
Mt.Blue
セキチュー 熊谷小島店
鈴木モータース
ハヤシサイクル
山田サイクル
車輪屋さん
田島輪業
吉田商会
サイクルシティー カトー
茂木輪店
㈲中林工業 熊谷販売所
細井輪店
モリモーター
東 自転車店
イオン 熊谷店
イマドヤ
オートショップ吉田
福島自動車センター
秋池商会
セオサイクル 戸田公園店
サイクルショップ ウメダ
日坂輪業
長谷川サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北戸田店
YOU SHOPヤマダ
㈱ホンダ二輪・新宿 戸田事業所
㈲遊輪ショップえぐち
ドイト 戸田店
稲垣サイクル
スーパーバリュー 戸田店
イオンバイク 北戸田店
梅田自転車店
サイクルワールド 戸田公園東口店
ジョイフル本田 幸手店
寺島商店
サイクルショップさかさい
秋山サイクル
新井輪店
石塚モーターサイクル
キムラサイクル
さいくるしょっぷ かねこ
樋口サイクル
海老原サイクル
オートサイクルせやま
松岡サイクル
サイクルショップ ピスタ
小川輪業
城西オートフレンド
サイクルドクターふじの
カインズホーム 行田店
㈲サイクルハーバー
サイクルショップはたなか
田中輪店

住所
熊谷市久保島９８９
熊谷市宮本１６
熊谷市玉井１４３５
熊谷市銀座３－５３
熊谷市広瀬２３０－２
熊谷市妻沼１４４４
熊谷市妻沼１６９９－７
熊谷市妻沼台１１８９
熊谷市拾六間９３６－２
熊谷市曙町２－１
熊谷市曙町４－１０－１
熊谷市小島２２８－３
熊谷市小島７７０
熊谷市上須戸１４８８－４
熊谷市上須戸８６３－１
熊谷市上中条１００５－２
熊谷市新堀新田６５０－３０
熊谷市星川２－７２
熊谷市西野４７８－３
熊谷市石原１７４９－３
熊谷市石原２－６５－２
熊谷市石原３－１５２
熊谷市大字太井２０５４
熊谷市日向８２４－１
熊谷市箱田６－１３－２７
熊谷市本石２－１８５
熊谷市本石２－２１９
熊谷市万吉２１０１－３
熊谷市万吉７８１－３
熊谷市箕輪４
戸田市下前１－９－２０
戸田市下前２－６－９
戸田市喜沢町２－２７－３
戸田市喜沢町２－３９－７
戸田市笹目北町１０－２１
戸田市上戸田２－２－４
戸田市上戸田４－１５－１４
戸田市新曽１８２７－１
戸田市新曽字稲荷１１９６
戸田市新曽南２－１２－２５
戸田市南町９－２９
戸田市美女木東１－３－１
戸田市本町３－１－２６
戸田市本町４－１３－２０
幸手市上高野１２５８－１
幸手市中２－７－３７
幸手市東３－２２－３５
幸手市南３－２０－１４
幸手市北１－１４－１５
幸手市北２－３－２４
行田市旭町６－２６
行田市押上町１４－２
行田市下池守６８４
行田市駒形２－１１－１０
行田市荒木１８０２
行田市佐間１－１０－１０
行田市佐間１－１６－３０
行田市埼玉４８４７－２
行田市城西３－１２－３０
行田市城南４－９
行田市大字持田７８０
行田市大字中里２０
行田市忍１－９－７
鴻巣市加美２－１－１

電話番号
048-532-3251
048-521-2118
048-532-7557
048-521-1892
0485-22-0212
048-588-0408
048-588-0539
048-588-5191
048-532-6619
048-521-0872
048-522-1897
048-580-7174
048-527-6911
048-588-3414
0485-89-1491
048-522-0233
048-531-2266
048-521-3072
048-588-1255
048-521-5440
048-521-2378
048-522-0742
048-523-7682
048-588-2456
048-522-4765
048-529-3131
048-521-0771
0485-36-4456
048-536-0969
0493-39-0030
048-446-2890
048-441-6168
048-441-3862
048-443-1663
048-422-6265
048-441-2049
048-420-2811
048-441-4164
048-444-6720
048-441-4122
048-434-4955
048-422-9700
048-441-1181
048-420-2104
0480-43-3111
0480-42-1712
0480-42-5872
0480-42-2435
0480-42-1751
0480-42-9931
048-556-2969
048-556-3368
048-556-0040
048-556-1734
048-557-1575
048-556-4384
048-594-9280
048-559-1958
0485-54-6828
048-556-2602
048-552-0001
048-555-2130
048-556-4273
048-541-0837

店名
金惣輪店
㈲サイド商会
小暮モータース
杉田輪店
㈲大山モータース
タムラサイクル
根岸輪業
竹内輪業
サイド商会 吹上店
萩原輪店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 鴻巣店
吉川モータース
コウヤマ輪業
市川輪店
中村屋輪店
島野自転車店
神能輪業
武田商店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 坂戸店
武田商店 北坂戸店
ヤサカ 坂戸店
サイクルショップきむら
ＭＥＧＡドン・キホーテ 三郷店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 三郷店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 三郷店
㈲馬場モータース
渋谷サイクル
㈲近藤モーターサイクル
箕輪サイクル
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵ・ｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ ららぽーと新三郷店

Cycie Shop Anjo
リンリンショップ
サイクルショップ ナカモリ
細田ツーリング
尾石サイクル
市之瀬サイクル
サイクルショツプぬくい
三枝輪店
山本自転車商会
㈲三豊商事ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟみかみ
First Bicycle
佐藤サイクル
島崎商会
福島自転車店
サイクルハウスかとう
自転車中古ｾﾝﾀｰ 春日部中央店
細井輪業
渋谷オートサービス
イオンバイク 春日部店
スーパービバホーム 春日部店
牛島サイクルセンターたばた
サイクルショップ まつもと
大久保輪店
山﨑輪業
白鳥輪業
イオンバイク 武里店
柳屋商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 春日部店
深井自転車店
DCMホーマック 春日部店
上野サイクルセンター
フレンドショップ手塚
白石輪業
セオサイクル 春日部店

住所
鴻巣市加美２－４－１
鴻巣市加美３－３－２９
鴻巣市関新田１２１
鴻巣市郷地４２８－４
鴻巣市広田３１７３－４
鴻巣市吹上本町３－１０－１１
鴻巣市前砂９０－１
鴻巣市大字安養寺１９３－１
鴻巣市筑波１－３－１
鴻巣市本町８－５－１７
鴻巣市箕田１７７１－１
坂戸市鎌倉町１５－４
坂戸市元町１６－８
坂戸市戸口３０２－１
坂戸市石井１７８７－１
坂戸市石井１９０９
坂戸市大字四日市場４７４－２
坂戸市日の出町６－１３
坂戸市八幡１－３－１４
坂戸市末広町３－８
坂戸市薬師町２３７３－１
坂戸市柳町４２－１１
三郷市さつき平１－１－１
三郷市ピアラシティ１－１－１４０
三郷市ピアラシティ１－３－３
三郷市花和田１０９
三郷市戸ケ崎３－６４０
三郷市高州１－３１６－１
三郷市高州２－４０１
三郷市新三郷ららシティ３－１－１
三郷市早稲田３－１７－２０
三郷市彦成３－７－１１-102号
志木市幸町４－１－２１
志木市上宗岡２－１８－１０
志木市上宗岡４－１６－２０
志木市中宗岡１－４－２９
志木市中宗岡１－４－３８
志木市柏町１－１２－１０
志木市本町３－５－１７
志木市本町５－２５－９
児玉郡上里町七本木２５２８－２
児玉郡上里町神保原４４６
児玉郡神川町中新里６０－３
児玉郡美里町南十条４０１－１
春日部市一ノ割４－２－１
春日部市栄町１－３１５
春日部市栄町２－１１３
春日部市下蛭田２０１－２
春日部市下柳４２０－１ｲｵﾝ春日部ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

春日部市下柳７６９－１
春日部市牛島１５９７－１２
春日部市上蛭田１２６－５
春日部市西金野井７２９－２
春日部市赤沼６４１
春日部市大枝６６７－２
春日部市大場８０５－１
春日部市大衾４４８－６
春日部市中央８－７－５
春日部市藤塚１１９５
春日部市藤塚２３２２－１
春日部市藤塚２３７６－１５
春日部市南５－１－１
春日部市粕壁２－６－１４
春日部市粕壁４６１３－２

電話番号
048-541-1356
048-596-2974
048-569-0615
048-541-0688
048-569-0031
048-548-0116
048-548-0803
048-541-1434
0485-48-7369
048-541-5682
048-595-2811
0492-81-0623
049-281-3788
0492-81-2118
049-281-7173
0492-81-0369
0492-85-0346
0492-81-0166
049-280-7688
049-283-5713
049-284-1551
049-283-7562
048-959-3810
048-949-5611
048-949-1367
048-952-3014
048-955-4394
048-955-5942
048-955-5744
048-950-1178
048-971-9959
048-957-8224
048-473-2248
048-473-0388
048-471-5338
048-471-1843
048-473-6038
048-471-1140
048-471-1825
048-471-0412
0495-71-7817
0495-33-2342
0495-77-3119
0495-76-1257
048-735-5182
048-876-8938
048-761-2395
048-754-0320
048-872-6528
048-718-0180
048-737-0906
048-754-1368
048-746-0218
048-735-0918
048-735-0109
048-737-9000
048-746-0078
048-731-3122
048-735-6688
048-738-1411
048-736-6685
048-736-4435
048-752-3334
048-763-9303

店名
田村モーターサイクル
石川サイクル
スポーツサイクル安田屋
ダイシャリン 春日部店
あおしかサイクル

住所
春日部市粕壁５９０１
春日部市粕壁６６３２
春日部市粕壁東１－１６－３
春日部市備後東３－１９－３
春日部市備後東８－５４－１２
ﾔﾏﾊ発動機販売㈱ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 春日部市不動院野２６５３－１
鈴木輪店
春日部市米島９６１
B.B.Bicycle 春日部緑町店
春日部市緑町１－１３－１
ふじつかサイクル
春日部市六軒町１９
イオンバイク 所沢けやき台店
所沢市けやき台２－４１－６
ブルーグラス所沢
所沢市榎町８－１３古川ﾋﾞﾙ
自転車のアキ 花園店
所沢市花園２－２３４９－２４
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 所沢店
所沢市宮本町１－３－１０
フォーラスサイクル
所沢市元町２８－９ﾌｫｰﾗｽﾀﾜｰ所沢107
大東輪業
所沢市荒幡３３２－１
はらだサイクル
所沢市山口１１２８－５
サイクルオリンピック 所沢西店
所沢市若狭１－２６１７－１
自転車のアキ 小手指バイパス店 所沢市小手指町４－１０－１０
㈲加藤輪業
所沢市上安松１２０６
㈲モーターサイクルドウステップ
所沢市上安松１３５０
㈲中村商会
所沢市上山口１８４－１
自転車のアキ 星の宮店
所沢市星の宮２－７－２５
㈲高野自転車店
所沢市西所沢１－４－１９
㈲サイクルショップ カワノベ
所沢市中新井２－２８０－１
自転車のアキ 東所沢本店
所沢市東所沢和田２－３－１３
イオン 所沢店
所沢市東町５－２２
井部自転車店
所沢市北中３－１１３－４９
自転車のアキ 新所沢店
所沢市緑町１－１６－９-108号
㈲谷輪業
所沢市緑町４－５－１８
サイクルプラザ しんどう
所沢市和ケ原１－１７０－８
スーパーバリュー 上尾愛宕店
上尾市愛宕３－１－４０
自転車工房
上尾市井戸木１－１８－６井戸木ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ106号
バイシクルセオ 上尾イースト店
上尾市宮本町１４－１７
サイクルセンター ナカヤマ
上尾市五番町２５－２
上尾サイクルオート㈲
上尾市今泉４９５－４
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 北上尾店
上尾市春日１－３４－６
セオサイクル 上尾店
上尾市春日２－１２－４
㈲清水商会
上尾市小敷谷７６０
㈲テックオオシマ
上尾市上１２８５－１
セキチュー 上尾店
上尾市須ケ谷１－２４０
イトーヨーカドー アリオ上尾店
上尾市大字壱丁目３６７
DCMホーマック 上尾店
上尾市大字壱丁目字上原３９７
㈲尾山台サイクルセンター
上尾市大字瓦葺２６７０－５４
須田輪業
上尾市大字西門前５７９－３
㈲谷津サイクル
上尾市谷津２－２－４
須田自転車店
上尾市仲町１－５－１４
フジミサイクル
上尾市富士見２－１－２７
サイクルメイトおかだ
上尾市平方領々家２－１
フジミサイクル 東口本町店
上尾市本町４－１－３１
イオンバイク 北上尾PAPA店
上尾市緑丘３－１１－２－１
ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰニシヤマ 旭ケ丘店
新座市あたご３－８－１４
セオサイクル ひばりヶ丘北口店
新座市栗原５－２－２０
サイクルショップさいとう
新座市新堀２－１６－２１
サイクルハウスすまいる
新座市西堀２－３－１７
山口モーターサイクル
新座市西堀２－９－２１
サイクルオリンピック 新座店
新座市中野２－１－３８
セオサイクル 志木店
新座市東北２－２７－１８
イオンバイク 新座店
新座市東北２－３２－１２
マルショウサイクル
新座市片山１－１９－４
サイクルショップいちまる
新座市片山３－１３－３１
コジマ×ビックカメラ 新座店
新座市野火止６－１－１０
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 新座店
新座市野火止８－１－３１
土方モーターサイクルトピック
新座市野火止８－１５－２５
ＮＲＣ
新座市野寺４－８－３０－１０３

電話番号
048-752-0480
048-752-2628
048-752-2429
048-736-5151
048-736-2963
048-753-5180
048-746-0151
048-876-8588
048-736-5773
04-2925-0615
04-2926-6511
04-2945-3190
042-903-7166
04-2922-2986
042-924-6274
0429-22-8228
04-2947-2310
04-2947-3190
04-2992-5214
042-992-2966
042-922-0333
04-2939-3190
042-922-2941
042-942-2716
04-2951-3190
04-2924-1147
042-923-8802
04-2925-3190
04-2922-8351
04-2949-3457
048-778-3500
048-772-9188
048-729-5789
048-721-2748
048-781-1049
048-770-6360
048-772-9161
048-725-1798
048-775-3168
048-779-5871
048-726-0111
048-783-8211
048-722-7364
048-772-2935
048-771-6631
048-771-0301
048-774-9370
048-725-1847
048-775-6457
048-776-0332
048-477-2267
042-424-1578
042-491-1342
0424-73-3445
042-473-7957
048-489-5211
048-471-2828
048-472-2611
048-478-4451
048-478-0661
048-482-9900
048-483-9855
048-478-3012
048-481-7410

店名
平野モータース
山口輪店
武井モータース
サイクルショップ横田
じてんしゃRINGS
森自転車店
セキチュー 花園店
山本商会
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ柴崎 上柴西店
松澤サイクル
スーパービバホーム 深谷店
ササキサイクル
サイクルショップ ヨコカワ
丸川モータース
武政サイクル
シミズオート
持田輪店
サイクルショップ コンドー
丸山モータース
カインズホーム 深谷川本店
北川自転車店
神田モータース
中島自転車店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 深谷店
サイクルセンター スズキ
栗島輪業商会
伊藤自転車店
小川サイクル
大澤自転車店
サイクルオージーアイ
中里輪店
ありがサイクル
中村自転車店
セオサイクル 新河岸店
原田サイクル
金子輪業
西川越サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川越店
イオンバイク 川越新宿店
小林オート
セキチュー 川越南古谷店
サイクルセンター しも
大曽根輪業 霞店
サイクルショップわきた
サイクルプラザ ヤクシン
小林輪業
照井輪業
イオン 川口店
芝川サイクル・モータース
天森自転車店
サイクルスポット ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口店
小堀輪業
サイクルオリンピック 東川口店
早船商店
ヤサカ 東川口店
NeXT-Bike 東川口店
サイクルショップ ルック
アルプ商会
セオサイクル 川口幸町店
イオンバイク 川口江戸店
渡辺商事㈲ｻｲｸﾙ部 光サイクル
山田輪業(資)
秋草輪店
鈴木自転車商店

住所
深谷市岡２８４１－２
深谷市岡３１８９
深谷市樫合４８５
深谷市原郷２１２３－４
深谷市原郷２５
深谷市原郷４４５－４
深谷市荒川８４３
深谷市山河７０７
深谷市上柴町西３－１２－２２
深谷市上柴町西５－１３－１
深谷市上柴町東２－２９－８
深谷市上柴町東７－１３－２６
深谷市上野台５０７－１３７
深谷市上野台５４３－１１
深谷市榛沢新田１１１３－１
深谷市人見３３４－１
深谷市中瀬４３３
深谷市仲町６－１３
深谷市町田４８２－２
深谷市長在家１７６８
深谷市田所町１７－５
深谷市田中６４２
深谷市東方２１２５－１
深谷市東方町４－３３－４
深谷市本住町６－３０
深谷市蓮沼８０９－３
川越市下小坂５２３
川越市霞ケ関北２－１－１４
川越市笠幡４５１０－１
川越市吉田新町２－１７－５
川越市鯨井１５４７
川越市砂１０５４－９
川越市砂新田２－１－９
川越市砂新田２－５－１８ｻｻﾞﾝｸﾛｽ101
川越市砂新田４－９－２
川越市寺尾７０２－２５
川越市小ケ谷町４３１－５
川越市新宿町３－２１－１３
川越市新宿町５－１９－１
川越市石原町１－４７－６
川越市泉町４－８
川越市中原町１－２２－１
川越市的場北１－１６－１０
川越市脇田本町２１－１７
川口市安行慈林５９０－２４
川口市安行領根岸１７２－６
川口市安行領根岸２４２１－３
川口市安行領根岸字外谷田３１８０－１
川口市栄町１－１４－１１
川口市栄町２－３－１０
川口市宮町１８－９ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口1階1240
川口市元郷４－２２－１７
川口市戸塚３－５－３０
川口市戸塚４－２５－３１
川口市戸塚５－１８－１
川口市戸塚東１－３－１８清水ﾋﾞﾙ1F西側
川口市戸塚東２－１０－９
川口市戸塚東４－３１－２２
川口市幸町１－１－２２柴崎ﾋﾞﾙ101
川口市江戸３－３２－２４
川口市江戸袋１－３７－２０
川口市坂下町１－１－９
川口市坂下町３－１－２０
川口市桜町６－３－１

電話番号
048-585-2954
0485-85-2190
048-571-4365
048-571-1066
048-598-8464
048-571-3214
0485-84-5645
048-585-2452
048-572-6351
048-571-1461
048-551-2311
048-574-1871
048-571-2449
0485-72-4715
048-585-3759
048-572-1855
048-587-2402
0485-71-0372
0485-87-2451
048-583-7788
048-571-0719
048-583-2059
048-571-2443
048-570-3000
048-571-1181
048-571-1295
049-231-2361
049-232-2240
049-232-0277
049-299-5690
049-231-1591
049-243-2657
049-242-4900
049-293-7913
0492-46-0140
0492-45-3795
049-244-0556
049-291-4877
049-248-9222
049-225-0302
049-230-1515
049-222-3737
049-231-0609
0492-43-6427
048-283-2592
048-281-1017
048-282-3865
048-285-7811
048-251-5365
048-251-3584
048-240-5234
048-222-6115
048-297-2611
048-296-0527
048-294-8777
048-287-3550
048-294-2811
048-296-7283
048-299-4658
048-283-3001
0482-81-1003
048-281-0807
048-281-1028
048-281-2239

店名
サイクルショップ ハクセン
いいづかサイクル
田村モータース
サイクルショップ石戸
イオンバイク 川口芝下店
輪太郎
安藤自転車店
平田自転車商会
芝富士サイクルセンター
㈲川口サイクルセンター
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川口上青木店
桜井輪店
サイクルショップやまおか
NeXT-Bike 西川口店
サイクル・ワン
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟHodaka 西川口店
立花自転車商会
イオン 川口前川店
サイクル くまくら
三村自転車店
小島輪業
㈲加藤輪業
湯川モーターサイクル商会
バイシクルセオ 川口店
サイクルショップながい
シマダ サイクルショップ
椎橋自転車店
DAIWA CYCLE 川口鳩ヶ谷店
㈲角田輪業商会
神坂部品商会
坂本サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 川口鳩ヶ谷店
石田輪業
㈲松島自転車店
㈲田村自転車商会
㈲野口輪業
チャリコ 西川口店
イトーヨーカドー 川口店
㈲横山輪業
江原サイクル
鷲野輪業
ダイシャリン 十二月田店
安斉輪業
新田輪業
サイクル インダストリー
ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞダイシャリン 川口柳崎店
藤田サイクル
MOTO PLAZA アレックス
サイクルショップ エコ
スーパーバリュー 草加店
さくらいサイクル
堀池輪店
はたサイクル
セオサイクル 草加店
サイクルスポット 丸井草加店
中山輪業
ヒグチサイクル
サイクル－しょうじだ
かいの輪店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 草加谷塚店
K'zサイクル
サイクルショップ新栄
増渕サイクル
アサイサイクル

住所
川口市三ツ和１－９－２４
川口市芝２６１５
川口市芝３９２０
川口市芝６９９０－８１
川口市芝下１－１－１１
川口市芝下３－９－１８ﾒﾄﾛﾎﾟｰﾙ山中1F-B
川口市芝高木１－２２－３４
川口市芝樋ノ爪１－１６－３０
川口市芝富士１－２１－２
川口市上青木１－５－１
川口市上青木西１－１－１２
川口市新井宿１２－２
川口市西新井宿６０４－７
川口市西青木３－３－１１
川口市西川口５－１４－１８
川口市西川口５－１５－１９ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ西川口101
川口市西川口６－１８－２１
川口市前川１－１－１１
川口市前川３－９－１５
川口市前川４－３４－７
川口市大字新井宿５４
川口市中青木２－１２－１０
川口市仲町５－２４
川口市朝日２－１１－１
川口市朝日２－１４－２１
川口市朝日６－１－２３
川口市長蔵２－２７－６
川口市辻１１９６
川口市東本郷１２３０
川口市南前川２－２５－２７
川口市南町１－４－１８
川口市南鳩ヶ谷１－２－１５
川口市鳩ヶ谷本町３－１７－７
川口市飯塚２－４－３２
川口市飯塚２－６－４
川口市並木１－１５－１７
川口市並木４－１－５-102号
川口市並木元町１－７９
川口市並木町２－６－２０
川口市北園町１２－５
川口市末広１－１３－９
川口市末広１－１５－１１
川口市末広２－４－２
川口市木曽呂６４２－１
川口市弥平２－４－１５
川口市柳崎１－２０－４６
川口市里２９２－１５
川口市里３３１
草加市旭町６－１５－２２
草加市栄町１－７－１８
草加市花栗３－２８－１７
草加市吉町２－１－５９
草加市金明町６７２
草加市高砂１－１１－４１
草加市高砂２－９－１草加ﾏﾙｲ&ｱｳﾄﾚｯﾄ5F
草加市新栄３－１３－１
草加市新里町８１５－１
草加市青柳８－２２－２８
草加市谷塚２－１－５
草加市谷塚仲町４６２
草加市中根３－３２－２５
草加市長栄４－３２－１１
草加市八幡町１９－３
草加市八幡町６３

電話番号
048-281-0926
048-266-0900
048-266-7881
048-268-1195
048-268-8889
048-268-1515
048-266-1301
048-266-1053
048-263-1689
048-252-2878
048-240-6818
048-281-3177
048-283-8779
048-258-8010
048-259-0539
048-255-4100
048-252-4953
048-263-5411
048-267-6336
048-265-5244
048-281-4766
048-252-3855
048-255-1581
048-287-8298
048-223-1884
048-222-6747
048-295-0840
048-280-5288
048-281-0332
048-267-1376
048-251-1426
048-288-7270
048-281-3604
048-252-6939
048-252-0309
048-251-4660
048-254-7311
048-257-0111
048-252-2775
048-265-1836
048-223-8851
048-227-5705
048-222-6302
048-295-4015
048-430-7855
048-264-1965
048-282-3566
048-281-3151
048-954-7544
048-932-5151
048-942-5924
048-922-3669
048-942-2222
048-924-9329
048-929-8870
048-942-4494
0489-25-4649
048-936-3447
0489-22-2317
048-929-9800
048-948-7347
048-942-9164
048-936-0256
048-936-6740

店名
ダイエー 草加店
にりん館
島忠ホームズ 草加舎人店
サイクルショップ沢尻
サイクルショップはらぐち
カインズホーム 寄居桜沢店
ヒカリ サイクル
赤岩輪店
沢口サイクル
町田輪店
出浦輪店
浜田輪店
房野輪店
髙柳輪業
山田サイクル
猫八モータース
田口輪店
タカハシサイクル
㈱オートショップ飯倉
ふえきサイクル
ヤサカ 志木店
サイクルオリンピック 朝霞台店
サイクルショップ イグチ
イオンバイク 朝霞泉水店
サイクルオリンピック 朝霞朝仲町店
ドイト 朝霞店
㈲静岡輪店
ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙトミタ 朝霞店
カネコイングス
関口モータース
カインズホーム 鶴ヶ島店
サイクルセンターながみね
宮崎商会
タカバタケサイクル
大橋オートサイクルショップ
イオンバイク 若葉店
竹田サイクル
カインズホーム 東松山高坂店
セキチュー 東松山高坂店
中島輪店
ファミリーピット SEKINO
サイクルプラザ クリハラ
シクロパビリオン
岡崎輪業
タジマ輪業
加藤商会
サイクルショップ原
伊藤輪店
サイクルショップ よこた
森山サイクル
成田サイクル
島村輪業
鈴木自転車店
関根輪業
みやしろサイクル
日下部輪店
ダイシャリン 白岡店
サイクルセンター しみず
サイクルハウスひで
青山輪店
ダイエー 三芳店
塩野輪店
カインズホーム 毛呂山店
吉田輪店

住所
草加市氷川町２１０２－３
草加市北谷町１－５－２１
草加市遊馬町２－１
草加市両新田西町７０
大里郡寄居町寄居９７８
大里郡寄居町大字桜沢２９９１
大里郡寄居町鉢形１２３－３
秩父郡横瀬町大字横瀬４３５４－２
秩父郡皆野町皆野４９６－３
秩父郡小鹿野町小鹿野１０３１－１
秩父市下影森１２９１－１０
秩父市下影森１８３
秩父市熊木町１９－１０
秩父市山田２２９９－５
秩父市相生町１５－１１
秩父市大字大野原３４９
秩父市中村町２－１－２３
秩父市中町１７－１
朝霞市岡１－１９－１１
朝霞市三原１－３３－２２
朝霞市三原２－１４－１
朝霞市西原１－１－２０
朝霞市西原２－１０－１９
朝霞市泉水１－８－６
朝霞市仲町２－２－１１ｾｲｺｰｶﾞｰﾃﾞﾝ朝霞1F
朝霞市膝折町２－９－１８
朝霞市本町１－２－２６
朝霞市本町１－４－１８
朝霞市本町２－１２－１６
鶴ケ島市脚折１９５２－１
鶴ケ島市三ツ木新町１－１－１３
鶴ケ島市上広谷１８－１７
鶴ケ島市上広谷３６７－１
鶴ケ島市上広谷８－３
鶴ケ島市大字脚折１１４７－３
鶴ヶ島市富士見１－８－２
鶴ケ島市富士見５－３－２
東松山市あずま町３－１
東松山市あずま町４－１－１
東松山市材木町１０－９
東松山市松本町２－１－７
東松山市松葉町１－１－３４
東松山市新郷４４２－４
東松山市神明町２－１４－４２
東松山市西本宿１５５６
東松山市石橋３７２－３
東松山市箭弓町２－５－３２
東松山市大字上唐子１２４４
東松山市大谷４４８２－４
南埼玉郡宮代町学園台３－１－１
南埼玉郡宮代町宮代３－１－２７
南埼玉郡宮代町西原３８１－２
南埼玉郡宮代町中央２－１７－５
南埼玉郡宮代町百間５－１－３４
南埼玉郡宮代町本田５－４－１３
南埼玉郡白岡町下野田１４４５－２
南埼玉郡白岡町西７－１０－１
日高市大字鹿山５２７－１
日高市中鹿山４５２－９１
入間郡越生町越生６９９
入間郡三芳町藤久保３０５－１
入間郡三芳町北永井９３３－３
入間郡毛呂山町小田谷２１２
入間郡毛呂山町毛呂本郷６２

電話番号
048-920-4147
0489-42-0161
048-929-7111
0489-25-0896
048-581-1317
048-580-1111
048-581-0880
0494-22-3729
0494-62-0160
0494-75-0854
0494-23-0510
0494-22-3092
0494-22-1232
0494-22-0715
0494-22-0857
0494-22-3667
0494-22-3684
0494-22-1357
048-465-6669
048-468-8041
048-465-3003
048-475-3413
048-487-0131
048-467-2800
048-450-7377
048-464-5656
048-461-3346
048-463-6300
048-464-1188
0492-85-2602
049-286-6111
0492-85-0761
0492-85-4730
0492-85-2169
0492-87-0928
049-287-3088
0492-85-4808
0493-35-2000
0493-31-2911
0493-22-1776
0493-22-2836
0493-22-0154
0493-59-8400
0493-24-1383
0493-34-4141
0493-22-0987
0493-22-1344
0493-23-0113
0493-39-5626
0480-34-9020
0480-32-2399
0480-33-0270
0480-32-0263
0480-32-2285
0480-34-9131
0480-92-3717
0480-92-8280
042-989-1862
042-985-3044
0492-92-2372
049-258-5225
049-258-3645
049-295-5000
049-294-0116

店名
巻田商会
本橋自転車商会
㈱本橋商会
スーパーバリュー 入間春日町店
栄サイクル
こやたモータース
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 入間安川通店
イオン 入間店
サイクルセンター金子
ロードスターズショップ尾花屋
㈲若月オートサイクル
サイクルショップかとう
イオンバイク 武蔵藤沢店
㈲増子商店
水村サイクルセンター
田口商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ﾌﾚｽﾎﾟ八潮店
昼間サイクル
㈲森井商会
セオサイクル 八潮店
モトショップ深谷
カインズホーム 飯能店
宇川輪店
中里商店
岩崎ショップ
島田自転車店
築茂自転車店
マノサイクル
ヨコタサイクル
サイクルハウス MIKAMI
㈲中福商店
カインズﾎｰﾑ なめがわモール店
オートサイクルたじま
小林輪店
モリカヅ輪店
江森自動車(サイクル)
とをや商会
須永商会
凸坊輪店
㈲杉田サイクル
カインズホーム 川島インター店
神田モータース
鶴熊輪業
島村モータース
おのでらスポーツ
カインズホーム 嵐山店
後藤サイクル
㈱モクダイ輪店
大曽根商会 鶴瀬駅西口店
サンユーツーリング
ｻｲｸﾙｽﾀｼﾞｵ･ｼﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ ららぽーと富士見店

大曽根商会
吉原商店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 富士見店
平塚自転車店
モトショップ コスモス
富士見商会
サイクルショップ リングジャパン
㈲野村自転車商会
㈲石川自転車店
増田自転車店
杉戸サイクル
野口自転車店
内藤モータース

住所
入間市下藤沢８５０－２
入間市宮寺１９０１
入間市宮寺６１４－１
入間市春日町１－１２－１
入間市春日町２－２－８
入間市小谷田１３９－１１
入間市上藤沢３７９－７
入間市上藤沢４６２－１
入間市上藤沢６０１－１
入間市扇町屋３－２－４
入間市東藤沢１－１－２２
入間市東藤沢３－１３－８
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

入間市豊岡３－１－１５
白岡市白岡１４９４
八潮市古新田１１０２
八潮市大瀬１－１－３
八潮市大曽根４８０
八潮市中央３－２３－６
八潮市南後谷５－１
八潮市八潮３－１５－６
飯能市阿須８１２－５５
飯能市坂石町分２３５－３
飯能市山手町４－１
飯能市双柳１１４７－２９
飯能市双柳２７５
飯能市双柳６９７－３
飯能市仲町５－１５
飯能市東町３５－９
飯能市柳町３－１１
飯能市柳町９－６
比企郡滑川町羽尾２７４０
比企郡滑川町月輪９１３－９
比企郡滑川町大字羽尾１２６２－１
比企郡滑川町大字月輪２８６－１
比企郡滑川町大字和泉１３１
比企郡吉見町大字中新井６９２
比企郡小川町大字腰越４６６－４
比企郡小川町大字大塚１８
比企郡小川町大塚２４４
比企郡川島町上伊草２１０
比企郡川島町上小見野３６７
比企郡川島町大字一本木３１１
比企郡川島町大字牛ケ谷戸４７－１
比企郡川島町大字中山１１４７－５
比企郡嵐山町平沢字遠道８００－１
富士見市羽沢１－１１－１４
富士見市関沢２－２－３５
富士見市関沢２－２４－４３
富士見市関沢３－２３－１４
富士見市山室１－１３１３
富士見市上沢２－１－１
富士見市上南畑３５７
富士見市針ケ谷２－３７－１３
富士見市水子１５１３
富士見市水子２５５８－７
富士見市水谷東２－６１－７
富士見市西みずほ台３－１１－３
富士見市鶴瀬東１－１０－１３
北葛飾郡松伏町松伏３３０６
北葛飾郡松伏町大川戸５３４
北葛飾郡杉戸町清地４－１０－２０
北葛飾郡杉戸町大字下高野５８－２
北葛飾郡杉戸町大字椿６３１

電話番号
042-962-5460
04-2934-1431
042-934-2012
04-2901-0070
04-2963-0089
042-962-8860
04-2960-2001
04-2901-4500
042-962-6548
042-962-2779
042-962-5659
0429-64-3844
04-2966-8006
04-2962-2278
0480-92-0053
048-996-6874
048-994-2368
0489-96-0430
0489-96-3489
048-931-6331
048-996-0953
042-975-5111
042-978-0070
042-972-2444
042-974-3652
042-972-3719
042-972-5001
042-972-2738
042-972-4745
042-974-4490
042-972-2515
0493-57-1188
0493-62-8817
0493-56-3622
0493-56-2141
0493-56-2151
0493-54-0490
0493-72-0878
0493-72-0105
0493-72-0509
049-299-0111
0492-97-0176
0492-97-0145
0492-97-1062
0492-97-0823
0493-63-1111
0492-53-0694
049-251-0204
049-252-3910
049-252-3845
049-257-5258
049-251-0992
049-251-2277
049-268-5705
049-251-3633
049-254-3084
048-471-3393
049-293-5199
049-251-6147
0489-91-2001
0489-91-3941
0480-34-7049
0480-32-1569
0480-38-0303

店名
㈱日野屋
増山輪店
松本輪業
伊藤モータース
クサカベ サイクル
CYCLE SHOP CIELO
野本輪店
細田自転車店
おざわサイクル
斉藤輪店
宇津木商会
はにゅうだサイクル
加藤輪店
(資)オートショップ オオシマ
北本サイクル
㈲オートプラザ大沢
ヨコヤマサイクル
吉田自転車商会
サイクルオート・シオノヤ
サイクルショップ ホリ
小林サイクル
七 高橋モータース
じてんしゃ村 １７号店
原田サイクル
㈱小沢サイクル
㈲明治屋
カインズホーム 本庄早稲田店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 本庄店
サイクルセンター矢代
オートショップたけうち
河田自転車店 (河田輪店)
カインズホーム 蓮田店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 蓮田店
イオンバイク 蓮田店
じてんしゃ屋KEN-chan 蓮田店
イトーヨーカドー 和光店
ダイシャリン 和光店
ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙトミタ 和光店
高山サイクル 和光店
イトーヨーカドー 錦町店
バイク＆サイクル ナラオカショップ
竹内サイクル
㈲椎橋輪店
セオサイクル 蕨店
㈲円浄商会
サイクルショップみくに
ダイシャリン 蕨店
サイクルショップ サカエ蕨店
やーさん輪業
サイクルショップ マルトヨ
イオンバイク 蕨店
土田輪業
サイクルショップ小室
㈲バイクショップGOTO

住所
北葛飾郡杉戸町大字堤根４０２９
北葛飾郡杉戸町大字並塚８８１
北葛飾郡杉戸町大字並塚８８４－２
北葛飾郡杉戸町大字目沼１７１
北葛飾郡杉戸町内田２－２－８
北足立郡伊奈町２－１９３
北足立郡伊奈町寿２－２７４
北足立郡伊奈町大字小室７９６８
北本市西高尾８－８４
北本市東間２－９８
北本市東間５－１６
北本市二ツ家３－３５
北本市北中丸２－５１
北本市本宿２－８０
北本市本町３－１４９
北本市本町５－１１５
本庄市けや木２－３－８４
本庄市駅南１－３－２６
本庄市駅南２－１５－１０
本庄市銀座２－５－８
本庄市見福１－１－３２
本庄市児玉町児玉７９
本庄市小島１７１－１
本庄市小島南３－８－３５
本庄市千代田２－８－８
本庄市前原１－１１－２９
本庄市早稲田の杜２－１－１
本庄市朝日町３－１９－２０
本庄市本庄１－３－２
本庄市本庄２－５－１２
本庄市万年寺１－１２－１８
蓮田市閏戸４１０９
蓮田市西城３－２０３
蓮田市西新宿５－１６１
蓮田市東６－２－３
和光市丸山台１－９－３
和光市白子１－１５－３
和光市白子３－３９－３８
和光市本町２０－１
蕨市錦町１－１２－１
蕨市錦町３－１１－２２
蕨市中央２－１０－３０
蕨市中央３－１９－１８
蕨市中央３－２２－２３
蕨市中央４－２２－２０
蕨市中央５－１２－４
蕨市中央５－１８－１８
蕨市中央７－１４－８
蕨市塚越１－８－７
蕨市塚越１－９－１９
蕨市塚越５－６－３５
蕨市塚越６－１１－１１
蕨市南町２－２２－２２
蕨市北町５－１０－２

電話番号
0480-34-3321
0480-38-1325
0480-38-1327
0480-38-0018
0480-32-1764
048-878-9697
048-723-3844
048-721-0699
048-591-0135
048-591-2451
048-542-8122
048-592-5856
048-591-3635
048-591-2144
048-591-3048
048-592-9115
0495-22-3312
0495-22-2953
0495-22-3515
0495-22-4303
0495-22-4435
0495-72-0309
0495-24-6450
0495-22-5068
0495-22-3154
0495-21-2080
0495-23-5000
0495-27-5577
0495-22-4036
0495-22-4346
0495-21-4602
048-767-2000
048-765-5240
048-764-1567
048-764-6641
048-468-7111
0484-68-3840
048-464-8952
048-465-1565
048-446-4411
048-444-0535
048-432-3255
048-431-2308
048-432-7232
048-431-3787
048-431-6252
048-434-6665
048-441-4118
048-441-4776
048-442-4824
048-445-4808
048-442-8343
048-441-2731
048-443-2173

