
店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL 店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL 店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL
1 Ｃｙｃｌｉｓｔ　Ｂｕｄｄｙ　ＡＢＣ 青野 中区城北 053-581-7376 1 飯田輪店 飯田 西区入野町 053-447-1105 1 飯田輪店 飯田 浜北区小松 053-586-3676
2 青野輪店 青野 中区富塚町 053-471-6760 2 ショップK 池野 西区大人見町 090-4080-1592 2 沢木サイクル商会 沢木 浜北区内野 053-587-4961
3 ステップＡ 天野 中区鴨江 053-452-5250 3 稲垣サイクル 稲垣 西区志都呂町 053-447-0930 3 自転車館 清水 浜北区貴布祢 053-584-1717
4 内田輪業 内田 中区中島 053-461-4091 4 ウメダサイクル 梅田 西区入野町 053-448-5261 4 マルタケ輪業 鈴木 浜北区本沢合 053-587-1707
5 内山サイクル 内山 中区住吉 053-473-2720 5 （有）加茂サイクル商会 加茂 西区西山町 053-485-8554 5 ＡＵＴＯ　ＨＯＵＳＥ　１５２ 鈴木 浜北区根堅 053-583-3430
6 マイウエイ 大島 中区寺島町 053-488-4520 6 愛輪自転車店 後藤 西区篠原町 053-447-2105 6 （有）坪井モータース 坪井 浜北区豊保 053-588-0505
7 宏和サイクル 小川 中区布橋 053-471-4865 7 鈴木自転車店 鈴木 西区舞阪町舞阪　　　　　　　053-592-0618 7 中村オート 中村 浜北区新堀 053-587-4967
8 （有）カミムラ 神村 中区高丘北 053-436-2582 8 田中モータース 田中 西区庄内町 053-487-0836 8 原田オートサイクル 原田 浜北区貴布祢 053-587-7291
9 川島輪業 川島 中区佐藤 053-466-7737 9 袴田自転車店 袴田 西区雄踏町宇布見 053-592-1422 9 バイクショップふじわら 藤原 浜北区本沢合 053-586-2745
10 株式会社川島モータース 川島 中区城北 053-471-2543 10 （有）ショップフジタ 藤田 西区舞阪町舞阪　　　　　　053-592-0540 10 ＰＬＡＹＥＲ 松島 浜北区根堅 053-583-0087
11 プレステージ 小林 中区早出町 053-461-4410 11 古橋サイクル商会 古橋 西区古人見町 053-485-0176 11 山口自転車店 山口 浜北区中瀬 053-588-7451
12 kenichi cycle 斎藤 中区上島 053-475-5630 12 モリシタサイクル 森下 西区神ヶ谷町 053-485-1023
13 シバタサイクル 柴田 中区海老塚 053-452-4983 13 オートサイクルヤマモト 山本 西区湖東町 053-486-0865
14 サイクルセンター辻 辻 中区海老塚 053-452-7894 14 二輪倶楽部 山本 西区和地町 053-486-3965
15 シクロサロンとつか 戸塚 中区佐鳴台 053-448-3619 店　　　　名 名　　　字 住　　　　所 TEL
16 豊田サイクル 豊田 中区元目町 053-472-2460 1 菅沼自転車店 菅沼 湖西市新所原 053-577-0803
17 ちゃりんこ市場 中川 中区富塚町 053-473-6785 2 （有）スギモトコーポレーション 杉本 湖西市新居町内山 053-594-0538
18 マイロードなかの 中野 中区富塚町 053-474-2068 店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL 3 サイクルショップスズキ 鈴木 湖西市新居町新居 053-594-0412
19 ナカノサイクル 中野 中区富塚町 053-472-1431 1 （有）丸亀自動車販売 渭原 南区新橋町 053-447-0366 4 田之岡サイクル 田ノ岡 湖西市鷲津 053-576-0039
20 中野自転車店 中野 中区和合町 053-471-0880 2 岩上自転車商会 岩上 南区東若林町 053-447-0370 5 土屋商会 土屋 湖西市鷲津 053-576-0245
21 中山自転車店 中山 中区佐藤 053-461-8204 3 儀光輪店 儀光 南区芳川町 053-461-7556 6 ＴＷＯＣＹＣＬＥ 樋口 湖西市鷲津 053-522-7181
22 サイクルポップ 袴田 中区中沢町 053-472-5415 4 佐原輪業 佐原 南区寺脇町 053-441-3735 7 （有）フジノ商会 藤野 湖西市新所 053-578-2776
23 イチヤサイクルセンター 樋澤 中区船越町 053-461-2406 5 バイシクルヌエカフェ 竹山 西区高塚町 053-401-1840
24 平松輪業 平松 中区龍禅寺町 053-453-3668 6 辻サイクル 辻 南区飯田町 053-461-6990
25 （株）古橋商会 古橋 中区高町 053-453-5985 7 成瀬商会 成瀬 南区西島町 053-425-8592
26 松井輪店 松井 中区山下町 053-471-6789 8 グリーンコグ 山本 南区卸本町 053-441-4250
27 水島サイクル 水島 中区南浅田 053-441-3447
28 ミソノイサイクル 御園井 中区鍛冶町 053-454-7108
29 ミソノイサイクル蜆塚店 御園井 中区鴨江 053-453-3885
30 ミソノイサイクル　元城店 御園井 中区元城町 053-413-3000 店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL
31 松野輪業 望月 中区領家 053-461-7792 1 縣自転車店 縣 北区三ヶ日町都築　　　　053-526-7207
32 サイクルセンター安川 安川 中区砂山町 053-452-6089 2 石野モータース 石野 北区引佐町井伊谷　　　　053-542-0232
33 浜松自転車流通センター鹿谷店 安川 中区鹿谷町 053-471-7336 3 伊藤輪業 伊藤 北区初生町 053-436-0103
34 浜松自転車流通センター新津店 山下 中区新津町 053-469-0168 4 大石モータース 大石 北区引佐町別所 053-545-0748
35 山本輪業 山本 中区菅原町 053-452-4464 5 モト＆サイクルオギ 荻原 北区細江町気賀 053-523-2396
36 米山サイクル 米山 中区向宿 053-461-3500 6 バイクマン 神村 北区初生町 053-436-5720

7 かもとう輪店 鴨藤 北区三方原町 053-436-0254
8 ㈱カモトウサイクル 鴨藤 北区細江町中川 053-522-0463

店　　　　名 名　　字 住　　　　所 TEL 9 Ｂ＆Ｂシラヤナギ 白柳 北区細江町気賀　　　　　053-522-3367
1 サイクルショップ米山 米山 東区子安町 053-461-9596 10 鈴木輪店 鈴木 北区三ヶ日町都築　　　　　053-526-7137
2 ファミリーショップ川島 川島 東区篠ヶ瀬町 053-421-9737 11 田力サイクル 田力 北区細江町気賀 053-523-0552
3 前川サイクル 前川 東区笠井町 053-434-1427 12 田辺モータース 田辺 北区初生町 053-436-0591
4 松浦商会 松浦 東区中田町 053-463-3813 13 原川輪業 原川 北区初生町 053-436-0112
5 マルイチ自転車店 松島 東区恒武町 053-434-1275 14 Ｂｉｃｙｃｌｅ＆Ｂｉｋｅ　文化屋 尾藤 北区三ヶ日町三ヶ日 053-524-0191
6 上野サイクル 上野 東区西ヶ崎町 053-434-0868 15 サイクルショプやまもと 山本 北区都田町 053-428-2044
7 小栗自転車店 小栗 東区半田町 053-434-2100
8 モーターサイクルスズキ 鈴木 東区有玉西町 053-434-6550
9 ㈱マルコー髙林 高林 東区有玉南町 053-434-0408
10 ㈱フジイ 藤井 東区大瀬町 053-434-6022
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