
東海エリア 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

アクタミサイクルセンター 501-3113 岐阜市北山1-12-14 058-243-2880 https://sites.google.com/site/akutamicycle

サイクルショップナカタニ 506-0026 高山市花里町５丁目３－２ 0577-32-2669

CYCLE・PRO ウイール 504-0855 各務原市蘇原新栄町3-10-4 058-383-6115 https://cp-wheel.com/

OGIUE  CYCLE 504-0908 各務原市那加織田町1-120 058-382-3462 https://www.ogiue.com

cycle shop ELMO 501-0236 瑞穂市本田408-1 058-337-8011 www.elmo.gifu.jp

TOMOS 505-0121 可児郡御嵩町中2505-1 0574-67-0318 http://blog.livedoor.jp/tomos77/

バイシクルわたなべ 422-8006 静岡市駿河区曲金7丁目8-35 054-285-8845 www.bicycle-watanabe.co.jp

サイクルユートピアうみの駅南店 422-8033 静岡市駿河区登呂6丁目3-1 054-280-5565

サイクルユートピアうみの本店 420-0805 静岡市葵区城北21-1 054-247-1366

プロショップ　はる　くにもち 424-0055 静岡市清水区吉川262 054-347-3881 http://www.haru-kunimochi.jp

US.BROS.YAIZU. 425-0051 焼津市田尻北501 0546-24-2532

えんどう輪店 425-0022 焼津市本町1-6-26 054-628-9459 https://enrinten.com/wp2/

自転車サイト・マイリン 410-0883 沼津市大門町32番地 055-963-5655 http://www.e-myring.jp

マイロードなかの 432-8002 浜松市中区富塚町19-3 053-474-2068 http://www.2s.bilobe.ne.jp

mont・bell 浜松店 435-8502 浜松市東区上西町985-1 浜松プラザウエスト内 053-401-7370 http://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=678565

MAC'S 426-0005 藤枝市水守1-16-2 054-643-1023 http://www.macsbicycles.com/

サイクルランド ちゃりんこ 436-0022 掛川市上張526-9 0537-22-5922 http://www.cycleland-charinko.com/

自転車工房りんりん 437-0064 袋井市川井542-6 0538-43-1021 http://rinrinbike.com/

ミヤジマ石油 サイクル事業部 416-0945 富士市宮島272-2 0545-61-3458 www.ss-site.com

Circlesサークルズ 460-0012 名古屋市中区千代田4-14-20 052-331-3232 https://circles-jp.com/

mont・bell 名古屋店 460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークロフト6階 052-265-2080 https://store.montbell.jp/search/shopinfo/?shop_no=679928

ちいさな自転車家 栄店 460-0003 名古屋市中区錦3-20-5-1 052-212-8639 https://chiisana-jitensyaya-sakae.nagoya/

ちいさな自転車家 川名店 466-0853 名古屋市昭和区川原通7-７-４ 052-734-6050 https://chiisana-jitensyaya.nagoya/

チクリスタ・イシハラ 466-0034 名古屋市昭和区明月町1-1 052-881-5024 

CHAPTER 08 452-0803 名古屋市西区大野木四丁目6番2 052-982-7432 http://www.chapter08.com/

ニコー製作所 462-0059 名古屋市北区駒止1-116 052-981-0170 http://www.niko758.com

サイクランドカトウ 458-0004 名古屋市緑区乗鞍1-401-3 052-877-0335

サイクルテラス熱田店 456-0023 名古屋市熱田区六野一丁目208番地-4 052-872-8319 https://atsuta.cycleterrace.jp/

ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ ズノウ チューブ 461-0001 名古屋市東区泉1-18-26 柴田ビル1F 052-973-3727 https://zunow-tube.jp/

株式会社カトーサイクル 457-0007 名古屋市南区駈上2-8-26 052-811-3741　 https://www.katocycle.com/

Cyclo Bull 464-0821 名古屋市千草区末盛通3-15-1 BOXHOUSE 1A 052-753-5315 http://www.cyclobull.com/

じてんしゃひろば遊 485-0033 小牧市郷中 1丁目197 0568-75-5802 https://chari-u.com/

あひる商店 486-0817 春日井市東野町２丁目１６－８ 0568-29-9445 https://ahiru2taityou.wordpress.com

エッグス豊田店 473-0913 豊田市竹元町和光16番地1 0565-47-2110 http://www.sagisaka.co.jp/eggs/

自転車工房今井 471-0025 豊田市西町1-14 0565-33-2118 http://jitenshakoubouimai.jp

カワタサイクル 480-0105 丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ浦86 0587-93-0143

サイクルぴっとイノウエ 刈谷店 448-0812 刈谷市高須町１丁目６番地１０ 0566-25-7090 https://cycle-pit.com/

サイクルファクトリーコレール 444-0837 岡崎市柱４丁目２－１０ 0564-84-5905 http://www.cf-correr.com/

サイクルギャラリーとらいあんぐる 444-3522 岡崎市藤川台3丁目5-10 0564-48-2159

サローネ・デル・モンテ 441-1423 新城市作手高里字郷ノ根17 0536-37-5151 http://salonedelmonte.com/

じてんしゃやFit 441-0211 豊川市御油町美世賜194-1 0533-65-8485 https://fit3196.com/

せとしなのサイクル 480-1207 瀬戸市品野町４丁目１２１４番地 0561-58-4300 http://www.4731.jp/

双鈴自転車店 490-1115 あま市坂牧坂塩75-1 052-446-2996 http://www.sorei.net/

Wakka 484-0065 犬山市五郎丸東1丁目107番地 0568-39-6086 http://wakka-bicycle.com/

ドバッツ・ライノ・ハウス 488-0833 尾張旭市東印場町二反田348-2 0561-52-1022 http://www.dobbats.com

ふたば屋輪店 441-3421 田原市田原町東大浜93 0531-22-0438 http://futabaya.com

サイクルショップ サッサ 470-2311 知多郡武豊町字石川１－２２ 0569-72-8680 http://www.sassa-bike.com/

カントリーモーニング 441-3141 豊橋市大岩町北山３９９－１５ 0532-41-8882 http://countrymorning.net/

m&m cycle factory 515-0062 松阪市小黒田町440-2 0598-67-6332 https://www.mmcyclefactory2010.com

金森サイクル 511-0836 桑名市大字場1550 0594-22-3446

西川サイクル 518-0831 伊賀市上野農人町478 0595-21-0946 https://www.ne.jp/asahi/nishikawa/cycle

Sonny Boy Jitensha 513-0833 鈴鹿市庄野共進2丁目6-1 059-392-8122 http://sonnyboyjitensha.com/
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