
北関東エリア 取り扱いショップリスト

県名 ショップ名 郵便番号 住所 電話番号 URL

Hi-Bike 305-0025 つくば市花室1130-1 029-875-9231 https://www.hi-bike.co.jp/

オンザロード つくば店 305-0051 つくば市二の宮3-16-2 029-875-8677 https://otr.jp/about-us/tsukuba/

スポーツバイク　つくば　マツナガ 305-0025 つくば市花室1018-1 029-879-5815 http://www.sbtm.jp

レストアの森 SHINKAI サイクル 300-1234 牛久市中央3-27-1 029-869-8027 https://Shinkaicycle.com

サイクルショップ ニルス 309-1716 笠間市住吉342-3 0296-78-9117 https://kasama.mypl.net/shop/00000358522/

セーフティショップおおしま 309-1611 笠間市笠間1728 0296-72-0475 http://safety-shop.net

サイクルショップ ヴェレール 310-0851 水戸市千波町375-4 029-279-0845 http://www.veraile.jp/

バンピーパス 311-4143 水戸市大塚町1741-9 029-254-8501 https://bumpy-path.com/

オンザロード 守谷店 302-0127 守谷市松ヶ丘3-9-5 0297-45-4277 https://otr.jp/about-us/moriya/

サイクルショップイマイ 316-0036 日立市鮎川町6-4-22 0294-33-0468 http://www.csimai.com

カワサキ乗り物デパート 300-0036 土浦市大和町8-21 029-821-1147 https://j-kawasaki.com

セオサイクル ひたちなか 312-0052 ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル1F 029-219-5628 http://hitachinaka-seocycle.jp/

mont・bell ひたちなか店 312-0005 ひたちなか市新光町35 ジョイフル本田 ニューポートひたちなか内 029-229-0020 http://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=678559

じてんしゃの杜 321-0973 宇都宮市岩曽町1482 028-689-0195 https://jitensyanomori.com

ネオサイクリスタ 駅東店 321-0954 宇都宮市元今泉5-11-16 028-613-1555 https://www.neocyclista.com/shop/ekihigashi.php

ネオサイクリスタ 西川田店 321-0158 宇都宮市西川田本町2-1-32 いさわビル1Ｆ 028-645-9701 https://www.neocyclista.com/shop/nishikawada.php

SHIBUYA-BICYCLE 321-0904 宇都宮市陽東1-8-19 028-612-5512 http://www17.plala.or.jp/shibuya-bicycle/

サイクルショップカントウ 320-0804 宇都宮市二荒町5-5 028-637-1521 http://www.kantobike.co.jp/

リベルタス 321-0974 宇都宮市竹林町620-1 エステートナカハラ10 028-680-6882 http://www.kantobike.co.jp/

(有)サイクルショップワダ 320-0851 宇都宮市鶴田町3343-6 028-633-0039 http://cs-wada.com

松井輪業 329-4307 栃木市岩舟町静1144-1 0282-55-1780 http://cc9.easymyweb.jp/member/matsui-cycle/

ネオサイクリスタ 小金井店 329-0415 下野市川中子3329-85 0285-37-7731 www.neocyclista.com/shop/koganei.php

ネオサイクリスタ 真岡店 321-4331 真岡市白布ヶ丘6-1 0285-81-3771 https://www.neocyclista.com/shop/moka.php

ネオサイクリスタ 大田原南店 324-0043 大田原市浅香1-3546-27 0287-23-8356 https://www.neocyclista.com/shop/otawaraminami.php

Suzuki Cycle 324-0053 大田原市元町1-4-28 0287-23-4677 https://www.facebook.com/suzukicycle

ネオサイクリスタ 新鹿沼店 322-0043 鹿沼市万町969-1 0289-74-7520 https://www.neocyclista.com/shop/shinkanuma.php

自転車屋オレンヂジュース 323-0807 小山市城東6-19-22 0285-22-3196 http://www.fem-orange.jp

Gufo Cycle Works 329-1231 塩谷郡高根沢町宝石台3-1-7 テナント那須102 028-612-8551 www.gufo-cycleworks.com

輪娯館 326-0842 足利市今福町367 0284-21-6720 https://www.cycleringokan.com

cyclebase Mu61 325-0033 那須塩原市埼玉3-136 0287-63-9513 http://cyclebase-mu61.com/

夏草自転車店 321-0527 那須烏山市宇井303-3 0287-88-7802 https://natsukusa.jp/

サイクルハウスWISH　高崎足門店 370-3531 高崎市足門町824-2 027-372-5550 https://www.ch-wish.com/

Bikeshop Fresh 370-0069 高崎市飯塚町490　カツミマンション103 027-384-2902 http://bikeshopfr.exblog.jp/

CYCLE YOSHIDA 高崎店 370-0006 高崎市問屋町4-3-2 027-363-8161 https://www.cycle-yoshida.com/

サイクルハウスWISH　前橋南店 371-0803 前橋市天川原町1-7-5 027-289-4141 https://www.ch-wish.com/

サイクルショップタキザワ 371-0033 前橋市国領町2-2-18 027-231-5619 www.takizawa-web.com

リボックス 372-0817 伊勢崎市連取本町14番地10 0270-23-9221 http://www.revox.co.jp/

CYCLE YOSHIDA 伊勢崎店 372-0801 伊勢崎市宮子町3469-9 0270-40-5552 https://www.cycle-yoshida.com/

POWER KIDS 伊勢崎店 372-0812 伊勢崎市連取町1775-2 0270-23-9080 www.power-kids.co.jp/isesaki

アゼリア サイクル 374-0004 館林市楠町3622-4 ｱｾﾞﾘｱﾓｰﾙ B館 2F 0276-71-0524 http://azalea-sports.cocolog-nifty.com

ネオサイクリスタ 館林店 374-0025 館林市緑町2-3-1 0276-72-8111 https://www.neocyclista.com/shop/tatebayashi.php

サイクルショップタジマ 376-0002 桐生市境野町2-657-1 0277-44-5170 http://cstajima.blog.fc2.com/

小林自転車店 378-0053 沼田市東原新町1840-16 0278-24-4169 https://www3.kannet.ne.jp/~kgt/index.htm

UCC 浦和サイクルセンター 336-0021 さいたま市南区別所3-1-3 048-861-7033 https://urawa-cycle.com

Liberty Bikes 330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-537-1 048-716-6330 https://libertybikes.jp

人力車 338-0001 さいたま市中央区上落合6-12-5 048-717-3676 https://www.zinrikisya.net/shop/

サイクルセンターしも 350-0042 川越市中原町1-22-1 049-224-9950 https://c-c-shimo.com

ジャイアントストア川越 350-1166 川越市泉町1-1 ウニクス南古谷シネマ棟1F 049-230-1166 https://giant-store.jp/kawagoe/

サイクルベースあさひ川越店 350-1124 川越市新宿町3-21-13 049-291-4877

バイシクルズアタミ 333-0811 川口市戸塚4-27-18 048-294-0055 http://www.b-atami.com/

バイクピットサイトウ 358-0011 入間市下藤沢1312-6 04-2963-0030 http://wind.ap.teacup.com/cb400f/

サイクルショップ マスコ 358-0003 入間市豊岡3-1-15 04-2962-2278 http://cycle-masco.jp/

大福屋 358-0054 入間市野田714-3 第一大福ビル1F 04-2932-7398 http://daifukuya.jp/

ゴリラ自転車 344-0067 春日部市中央6-3-6 浪江マンション103 048-716-3087 http://gorillabicycle.sunnyday.jp/

カネコイングス 351-0011 朝霧市本町2-12-16 048-464-1188 www.kanekoings.jp

サイクルハウスMIKAMI 357-0035 飯能市柳町3-11 042-974-4490 http://www.mikami.cc/tenpo/tenpo.html

AST 351-0101 埼玉県和光市白子1-24-21 048-461-2370 https://www.astbikes.com/

サイクルショップたかおか 343-0031 越谷市大里96-4 048-975-2014 www.cs-takaoka.com

ワイズロード志木店 353-0004 志木市本町4-4-26 048-471-0069 http://ysroad.co.jp/shiki/

シクロパビリオン 355-0071 東松山市新郷442-4 0493-59-8400 http://www.cyclopavilion.jp

VAX SAYAMA 350-1320 狭山市広瀬東3丁目4番地4号 増田ビル1F 04-2930-6759 http://vaxsayama.com

サイクルショップピスタ 361-0075 行田市向町22-28 048-594-9280

さいくるしょっぷ かねこ 361-0045 行田市押上町14-2 048-556-3368

CYCLE SHOP CIELO 362-0807 北足立郡伊奈町寿3-82-2 寿ビル1階 048-628-3874 https://cs-cielo.com

Mt.Blue 360-0832 熊谷市小島228-3 048-580-7174 http://mtblue.mini-drill.com

Cycle Shop Anjo 341-0018 三郷市早稲田3-17-20 048-971-9959 www.facebook.com/cycleshopAnjo

ブルーグラス所沢 359-1104 所沢市榎町8-11 古川ビル1F 04-2926-6511 http://www.bluegrassbikes.co.jp/

ノムラサイクル 354-0024 富士見市鶴瀬東1丁目10-13 049-251-6147 http://nomura-cycle.com/company/tsuruseekimae/

じてんしゃ屋 佳 350-0231 坂戸市泉町14-23-102 049-284-3760 http://ameblo.jp/hasukysm570r
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