
南関東エリア 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

Beeサイクル 260-0001 千葉市中央区都町3-29-26 043-231-5960

サイクルショップミズタニ 花園店 262-0025 千葉市花見川区花園5-12-6 043-271-6544 www.tunesaburou.com

タグ・サイクリング サービス 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-447-10 043-276-1935

バイシクルセオ 船橋ガレージ 273-0003 船橋市宮本3-6-7 047-498-9211
https://www.seocycle.co.jp/master.php?category=20&page=2&i

d=115

シクル・マーモット 271-0092 松戸市松戸2160-2 047-702-7386 http://marmotte.server-shared.com/

サイクルショップ オシガモ 270-2213 松戸市五香7-2-7 047-387-2698 https://oshigamo.com

トライサイクル 271-0068 松戸市古ヶ崎4-3571-6 047-364-9214 https://trycycle.shopinfo.jp/

サイクルサービスおおやま 270-2261 松戸市常磐平6-29-14 047-388-3217 http://www.cso.co.jp

オッティモ 277-0831 柏市根戸469-18 こまいぬビル1F 04-7134-7612 www.lottimo.com

べるサイクル 277-0855 柏市南柏1-14-7 04-7107-3190 www.bellcycle.jp

オンザロード 柏店 277-0022 柏市泉町17-25 イシドアームス1F 04-7160-3702 https://otr.jp/about-us/kashiwa/

mont・bell ららぽーと柏の葉店 277-8519 柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィス ららぽーと柏の葉北館1・2階04-7137-1301 https://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=678518

自転車じて吉 276-0043 八千代市萱田2238-26 大曽根ビル1階 047-401-4171 http://jitekichi.com

輪工房 278-0033 野田市上花輪1235 04-7124-6491 http://www.rinkoubou.net

…& BICYCLE 272-0138 市川市南行徳3-18-22 yawara part5 1F 047-727-4171 www.andbicycle.blogspot.com

サイクル･de･ターボ 272-0832 市川市曽谷7-10-2 047-372-1850

サイクルスポーツ京都 299-1142 君津市坂田418番地 0439-52-2256 https://cskyoto.com

BRIDGE BIKE PRODUCTS 273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷8-1-80 白石ビル1F 047-498-9463 https://bridge-bp.com

カヤギサイクル 292-0065 木更津市吾妻1-2-9 0438-22-3169 www.kayagicycle.com/

サイクルショップナカハラ 211-0053 川崎市中原区上小田中 6-16-8 044-733-5088 https://fs-nakahara.com/cycle/

CYCLE CUBE 211-0068 川崎市中原区小杉御殿町1丁目928番地 044-272-9925 www.cyclecube.com

Bicycle Shop Pino 211-0005 川崎市中原区新丸子町729-2 ラフィネコート101号室 044-819-4507 www.bicycleshoppino.com

バイクルームシン 213-0002 川崎市高津区二子1-10-13 木村ビル1Ｆ 044-814-2933 https://bikeroomsin.com/

サイクルプロショップワカツキ 214-0014 川崎市多摩区登戸3165-1 044-931-6360 http://www7.plala.or.jp/cpswakatsuki/

(有)野川輪業 216-0041 川崎市宮前区野川本町3-27-19 044-766-9072 www.nogawa.cc

mont・bell リーフみなとみらい店 220-0012 横浜市西区みなとみらい4-6-5 リーフみなとみらい1,2階 045-640-1512 https://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=618857

木下サイクルスポーツ 236-0016 横浜市金沢区谷津町148 045-701-6013 www.kinoshita-cycle.com

コギー金沢文庫前 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東2-4-1 045-782-3717 www.coggey.com/kanazawa-bunko

相模サイクル 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境106-3 045-364-3733 www.sagamicycle.com

自転車工房 ベルクレッタ 230-0071 横浜市鶴見区駒岡3-4-21 045-584-2451 https://velcletta.com

コギー たまプラーザ 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-14-8 フェリスたまプラーザ1F 045-901-8055 www.coggey.com/tama

スポーク 十日市場店 226-0016 横浜市緑区霧が丘3丁目1-19 045-922-0010 www.c-spoke.co.jp/tokaichiba.html

Bike Shop RUN 220-0041 横浜市西区戸部本町43-11 メゾン神光101 045-313-6114 www.facebook.com/bikeshoprun/

YOUCAN海老名 243-0405 海老名市国分南1-28-12 1F 046-259-6106 http://www.c-youcan.com/contents/shop-list/ebina/

サイクルショップ ライズライド 252-0253 相模原市中央区南橋本2-2-4 042-703-9122 www.rise-ride.net

drawer THE BIKE STORE 242-0022 大和市柳橋2-5-8 046-259-6314 http://www.openadrawer.com/

ジャイアントストア厚木 243-0003 厚木市寿町3-4-5 046-244-0536 https://giant-store.jp/atsugi/

山音製輪所 243-0213 厚木市飯山3049-5 070-5568-6887 https://yamaoto-bicycle.com

うみかぜサイクル 238-0101 三浦市南下浦町上宮田3316-4 エスポワール三浦海岸102 046-874-4945 https://www.miura-umikaze.jp

コギー辻堂駅前店 251-0047 藤沢市辻堂1-2-2 リストレジデンス辻堂タワー1F 0466-54-9551 https://coggey.com/tsujido

コシミズサイクル 250-0034 小田原市板橋155 0465-22-6306 www.koshimizucycle.com

コスナサイクル 250-0001 小田原市扇町4-7-3 0465-35-3720 https://kosunacycle.com

YOU CAN 山梨店 409-3845 中央市山之神3632-8 055-288-1365 www.c-youcan.com

サイクルショップSpringWind230 400-0844 甲府市中町433-1 055-243-5433 http://springwind230.com/

mont・bell 富士吉田店 403-0006 富士吉田市新屋1936 道の駅富士吉田内 0555-20-1201 https://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=678519

NNLL レーシングサイクル 402-0011 都留市井倉328-1 0554-45-4370

https://www.facebook.com/NNLL-
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