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地域 店舗名 住所 ＴＥＬ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
北海道 (有)サイクルファクトリー                                                        北海道札幌市西区二十四軒四条7丁目5-16                                           011-643-3188 info@cy-factory.com                               
北海道 サイクルショップ　ナカムラ SAPPORO                                              北海道札幌市中央区南四条西1丁目1-2第87松井ビル1Ｆ                               011-532-9588 info@csnakasp.com                                 
北海道 (有)サイクル小野サッポロ                                                        北海道札幌市中央区北二条西24丁目1-1                                             011-621-0501 info@onosapporo.jp                                
北海道 札幌じてんしゃ本舗                                                              北海道札幌市東区東苗穂九条3丁目8-21　Nビル1F                                    011-790-1575 biz@jitensyahonpo.com                             
北海道 アティック                                                                      北海道札幌市北区北26条西17丁目3-14 ｺｰﾎﾟｴﾐ新川1F                                 011-707-7005 cycles@attic-bike.com                             
北海道 明邦商会                                                                        北海道函館市亀田港町1-4                                                         0138-41-1447 meiho@dream.jp                                    
北海道 サイクルショップ　のむら商会                                                    北海道北見市美芳町4-6-18                                                        0157-23-0337 csnomura@sweet.ocn.ne.jp                          
北海道 サイクル　ミノル                                                                岩手県盛岡市津志田中央3丁目21-1                                                 019-637-2221 mazikayo007@gmail.com                             
宮城 (有)伊藤モータース                                                              宮城県刈田郡蔵王町円田字駅内13-5                                                0224-33-2653 itomotors@nifty.com                               
宮城 （株）早坂サイクル商会 ﾊﾔｻｶｻｲｸﾙ仙台中央店                                       宮城県仙台市青葉区中央2-4-6                                                     022-398-8195 sc@hayasaka.co.jp                                 
宮城 ベルエキップ                                                                    宮城県仙台市泉区桂1丁目1-1桂ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ内                                       022-739-7468 info@belleequipe.com                              
秋田 SHOWA                                                                           秋田県秋田市手形山中町11-7                                                      018-833-2817 showa-05@cna.ne.jp                                
山形 (有)輪商熊谷                                                                    山形県山形市七日町2丁目4-16                                                     023-622-4123 rinkuma@amber.plala.or.jp                         
福島 石田サイクル                                                                    福島県福島市渡利西ノ内11-25                                                     024-524-1786 bmxic@joy.ocn.ne.jp                               
茨城 (株)Hi-Bike                                                                     茨城県つくば市花室1130-1                                                        029-875-9231 info@hi-bike.co.jp                                
茨城 カワサキ乗物デパート                                                            茨城県土浦市大和町8-21                                                          029-821-1147 info@j-kawasaki.com                               
茨城 サイクルショップ　ネモト 磯原店                                                 茨城県北茨城市磯原町磯原4-73                                                    0293-42-7731 miyose@joy.ocn.ne.jp                              
栃木 じてんしゃの杜                                                                  栃木県宇都宮市岩曽町1482                                                        028-689-0195 bikemori@ybb.ne.jp                                
栃木 TRAIL LOVERS                                                                    栃木県小山市喜沢1475-34水野ﾊｲﾂ102                                               0285-25-5132 watanabe@trail-lovers.jp                          
栃木 STARPLEX CYCLES                                                                 栃木県小山市西城南4-2-19                                                        0285-27-0704 starplex@nifty.com                                
群馬 アゼリアスポーツサイクル                                                        群馬県館林市楠町3622-4館林つつじの里S/CⅡ2F                                     0276-71-0524 azsp@bz03.plala.or.jp                             
群馬 サイクルショップ　タジマ                                                        群馬県桐生市境野町2-657-1                                                       0277-44-5170 cstajima@ktv.ne.jp                                
群馬 CYCLE HOUSE WISH                                                                群馬県高崎市足門町824-2                                                         027-372-5550 kadokura@ch-wish.com                              
群馬 CYCLE YOSHIDA 高崎店 (株)吉田商会                                               群馬県高崎市問屋町4-3-2                                                         027-363-3171 mail@cycle-yoshida.com                            
群馬 ツチダレーシングサイクル前橋                                                    群馬県前橋市総社町桜が丘1276-1                                                  027-253-2139 trc-maebashi@etude.ocn.ne.jp                      
群馬 スポーツサイクル　イチカワ                                                      群馬県前橋市平和町2-5-23                                                        027-231-7612 ics-seed@sage.ocn.ne.jp                           
埼玉 スポーツバイクファクトリー 北浦和スズキ                                         埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目23-17                                            048-883-7077 info@suzupower.com                                
埼玉 セオサイクル 大宮店                                                             埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81(1F)                                              048-658-2666 oomiya@seocycle.co.jp                             
埼玉 バイシクルセオ 浦和店                                                           埼玉県さいたま市南区白幡3-2-7                                                   048-839-9567 urawa@seocycle.co.jp                              
埼玉 Ys Road 越谷                                                                    埼玉県越谷市東町4-21-1イオンモールKAZE内A113                                    048-967-5041 koshigaya@ysroad.net                              
埼玉 Ys Road 志木                                                                    埼玉県志木市本町4-4-26                                                          048-471-0069 shiki@ysroad.net                                  
埼玉 サイクル RinGO                                                                  埼玉県所沢市小手指町2-3-10                                                      04-2939-8900 info@cycle-rin-go.net                             
埼玉 (有)みさかサイクル                                                              埼玉県上尾市上町1-3-21                                                          048-775-3275 1232239401@jcom.home.ne.jp                        
埼玉 カネコイングス                                                                  埼玉県朝霞市本町2-12-16                                                         048-464-1188 road@kanekoings.jp                                
埼玉 サイクルショップ　マスコ                                                        埼玉県入間市豊岡3-1-15                                                          0429-62-2278 masco@ictv.ne.jp                                  
埼玉 大福屋                                                                          埼玉県入間市野田714-3第1大福ビル                                                04-2932-7398 daifukuya@tbu.t-com.ne.jp                         
千葉 タキサイクル                                                                    千葉県佐倉市新臼井田22-2                                                        043-461-7756 takisan@takicycle.com                             
千葉 ．．．＆Bicycle                                                                 千葉県市川市南行徳3-18-22YAWARA PART5 1F                                        047-727-4171 andbicycle@gmail.com                              
千葉 セオサイクル 新松戸店                                                           千葉県松戸市新松戸3-291                                                         047-340-5200 bs-shinmatsudo@seocycle.co.jp                     
千葉 合資会社　シクル・マーモット                                                    千葉県松戸市本町12-15パップス松戸ビル1F                                         047-702-7386 cyclesmarmotte@yahoo.co.jp                        
千葉 山崎サイクル                                                                    千葉県野田市野田835                                                             04-7122-3410 cycle@rapid.ocn.ne.jp                             
千葉 SPORT CYCLE SHOP Swacchi                                                        千葉県流山市南流山1丁目19-7グランドルーシス101号室                              04-7158-3196 cycle.swacchi@gmail.com                           
東京 June bikes                                                                      東京都葛飾区高砂1-4-13                                                          03-3696-1085 j.sugai@junebikes.net                             
東京 ライトサイクル                                                                  東京都江戸川区小松川3-11-1ﾘﾊﾞｰｳｴｽﾄD館106号                                      03-3685-6120 info@light-cycle.com                              
東京 (株)協成商会                                                                    東京都荒川区東日暮里3丁目1番7号                                                 03-3806-8181 kyosei_info@yahoo.co.jp                           
東京 ＣＯＧ’Ｓ                                                                      東京都狛江市東野川1-34-11                                                       03-6796-3196 cogs@office.nethome.ne.jp                         
東京 ATHLONIA                                                                        東京都渋谷区猿楽町17-101F                                                       03-5489-0052 station@athlonia.com                              
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東京 F.I.G bike 代官山                                                               東京都渋谷区恵比寿西1-33-25                                                     03-5456-7701 dky1@figbike.com                                  
東京 Ys Road 渋谷レディース館                                                        東京都渋谷区渋谷2-22-14新免ﾋﾞﾙ地下1階                                           03-5468-6031 shibuya@ysroad.net                                
東京 なるしまフレンド 神宮店                                                         東京都渋谷区神宮前3-35-2クローチェ神宮前                                        03-3405-9614 nalsima.harajuku10@gmail.com                      
東京 盆栽自転車店                                                                    東京都渋谷区千駄ヶ谷4-11-8-101                                                  03-3497-8885 bonsaicycle@gmail.com                             
東京 Ys Road 渋谷本館                                                                東京都渋谷区道玄坂2-10-7新大宗ﾋﾞﾙ1号館                                          03-5728-3539 shibuya-honkan@ysroad.net                         
東京 Ys Road 新宿ビギナー館                                                          東京都新宿区西新宿1-5-1ハルクM2                                                 03-5909-8717 shinjuku_beginer@ysroad.net                       
東京 Ys Road 二子玉川                                                                東京都世田谷区瀬田2-32-14玉川高島屋A棟地下1階G006号                             03-5717-3110 futakotamagawa@ysroad.net                         
東京 GARAGE WORKS                                                                    東京都世田谷区東玉川2-5-5                                                       03-5499-2936 gwshioda@hotmail.com                              
東京 (株)サイクルアンドシティ ジテ通ハウス                                           東京都千代田区神田錦町1-10第2西村ﾋﾞﾙ1F                                          03-3518-2805 hiroshi.harada@jite2.com                          
東京 Ys Road 有楽町店                                                                東京都千代田区有楽町1丁目1番3号                                                 03-5501-3441 yurakucho@ysroad.net                              
東京 サイクルショップ　イル　クオーレ                                                東京都台東区下谷3-17-1-101                                                      03-5849-4970 mail@biciclettailcuore.com                        
東京 Ys Road 上野ウエアー館                                                          東京都台東区上野3-17-2幸和ビル1Ｆ                                               03-5812-6656 ueno-wear@ysroad.net                              
東京 (株)アートスポーツ ANNEX店                                                      東京都台東区上野6-2-6                                                           03-3836-1055 annex@art-sports.co.jp                            
東京 株式会社　アヴェロ                                                              東京都中央区東日本橋3丁目9-11FETﾋﾞﾙ1F                                           070-5075-8192 junichi.saito@avelotokyo.com                      
東京 Be BIKE 本店 (カーメイト)                                                       東京都板橋区向原1丁目10番17号                                                   03-5926-1233 shino_y@carmate.co.jp                             
東京 サイクルハウス　イシダ                                                          東京都武蔵野市中町2-14-12                                                       0422-52-2384 ishida@cyclehouse.jp                              
東京 M D S                                                                           東京都豊島区千早4-44-8ﾊｲﾑ千早1F                                                 03-3956-4314 akisan@mds.co.jp                                  
東京 Ys Road 池袋                                                                    東京都豊島区東池袋1-27-8ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｰ前店                                          03-5992-4070 ikebukuro@ysroad.net                              
東京 じてんしゃや　ぬかや 中目黒店                                                   東京都目黒区青葉台1-30-13ｻﾝﾗｲｽﾞ中目黒101号室                                    03-5721-3760 shop@nukaya.com                                   
東京 サイクルプロショップ　セキヤ                                                    東京都目黒区目黒本町6-13-5                                                      03-3794-3147 info@askeycycle.com                               
東京 なるしまフレンド 立川店                                                         東京都立川市柴崎町6-15-2                                                        042-522-6632 nalsima.tachikawa1@gmail.com                      
神奈川 COGGEY 戸塚駅前                                                                 神奈川県横浜市戸塚区矢部町87-20                                                 045-410-8271 coggey-totsuka@movie.ocn.ne.jp                    
神奈川 Ys Road 横浜ウエア館                                                            神奈川県横浜市西区桜木町5-26-3桜木町日本堂ﾋﾞﾙ1F                                 045-680-0054 yokohama-wear@ysroad.net                          
神奈川 Ys Road 横浜                                                                    神奈川県横浜市西区桜木町6-31                                                    045-342-4587 yokohama@ysroad.net                               
神奈川 cyclist OGGI                                                                    神奈川県横浜市青葉区みすずが丘2-29                                              045-979-1120 info@cyclist-oggi.com                             
神奈川 ヒラコサイクル                                                                  神奈川県逗子市逗子5-4-34                                                        0468-73-5000 info@hirako.com                                   
神奈川 atelier FLEUVE                                                                  神奈川県川崎市多摩区菅6-5-19                                                    044-946-0887 bike051kentel@yahoo.co.jp                         
神奈川 合同会社　CUBICS CYCLE CUBE                                                     神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1丁目928番地1F                                    044-272-9925 info@cubics.sakura.ne.jp                          
神奈川 サニーデイサイクル                                                              神奈川県大和市つきみ野7-17-33-101                                               046-283-1732 info@32daycycle.com                               
神奈川 (株)YOU CAN 大磯店                                                              神奈川県中郡大磯町国府本郷356-3                                                 0463-72-3316 youcan@river.ocn.ne.jp                            
新潟 (有)サカモト                                                                    新潟県三条市島田1-2-14                                                          0256-32-5348 info@sportscycle-sakamoto.co.jp                   
新潟 BIKE LOOP                                                                       新潟県上越市春日野1-3-11                                                        025-524-6555 loop@bikeloop.com                                 
新潟 C&B　マルシン                                                                   新潟県新潟市西区小針2-10-18                                                     025-267-2554 marushin@leaf.ocn.ne.jp                           
新潟 クサマ自転車商会                                                                新潟県新潟市東区牡丹山3丁目11番10号                                             025-274-6006 n-kusama@nifty.com                                
新潟 サイクルショップ　27                                                            新潟県新発田市新栄町1-8-27                                                      0254-26-7427 pop79789@amber.plala.or.jp                        
新潟 サイクルワークス　フィンズ                                                      新潟県長岡市左近2丁目53番地                                                     0258-33-8823 fins1991@major.ocn.ne.jp                          
新潟 サイクルショップ　さとう                                                        新潟県南魚沼市六日町1775                                                        025-772-2320 ts21@smile.ocn.ne.jp                              
富山 サイクルセンター清登                                                            富山県砺波市十年明68                                                            0763-33-3724 cycle.kiyoto@gmail.com                            
富山 (有)富山サイクリングセンター                                                    富山県富山市清水町4-4-2                                                         076-421-4688 toyama@cycle-roman.com                            
富山 (有)たかはしサイクルセンター                                                    富山県富山市千歳町2-9-2                                                         0764-32-8203 takahashicyclecenter@gmail.com                    
石川 (有)スポーツサイクル　イシノ                                                    石川県金沢市額新保1-348                                                         076-298-6109 sc-ishino@biscuit.ocn.ne.jp                       
石川 バルバワークス　カナザワストア                                                  石川県金沢市田上本町30街区1                                                     076-221-1037 balbaworkskanazawa@citrus.ocn.ne.jp               
福井 BALBA WORKS                                                                     福井県福井市門前町9-12-1                                                        0776-34-8191 balbaworks@ybb.ne.jp                              
山梨 SpringWind230                                                                   山梨県甲府市中町433-1                                                           055-243-5433 gr2f-kizm@asahi-net.or.jp                         
山梨 NNLL レーシングサイクル                                                         山梨県都留市井倉480                                                             0554-45-4370 nnllrc17t0985@feel.ocn.ne.jp                      
長野 (有)三沢自転車商会                                                              長野県塩尻市広丘原新田184-2                                                     0263-52-1507 misanet@khaki.plala.or.jp                         
長野 近藤サイクル                                                                    長野県小諸市本町2-3-6                                                           0267-22-1094 kond-cyc@ctknet.ne.jp                             
長野 Bike Ranch                                                                      長野県松本市新橋6-16LIFESTYLEMARKET内                                           0263-50-6884 info@bikeranch.jp                                 
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長野 SPORTS CYCLE Velenyo                                                            長野県上田市上田原1075-1                                                        0268-75-8924 velenyo@gmail.com                                 
長野 DayDownBicycles                                                                 長野県長野市川中島町今井1073-1                                                  026-283-7580 mail@ddb1.com                                     
長野 五月野自転車                                                                    長野県北佐久郡軽井沢町長倉3798-14                                               0267-41-0369 info@mayfieldbike.com                             
岐阜 BIKES KUROSAWA                                                                  岐阜県岐阜市六条北1-54                                                          058-272-9630 bikes@eagle.ocn.ne.jp                             
静岡 サイクルランド　ちゃりんこ                                                      静岡県掛川市上張526-9                                                           0537-22-5922 seiichi@d5.dion.ne.jp                             
静岡 プロショップ　ナカムラ                                                          静岡県沼津市双葉町5-19                                                          055-925-1722 proshopnakamura@thn.ne.jp                         
静岡 bici-okadaman                                                                   静岡県焼津市坂本667-1                                                           054-270-5726 mail@bici-okadaman.com                            
静岡 Team 赤兎馬遊輪館                                                               静岡県焼津市小土860-1                                                           054-628-7481 22030@riogrande.local                             
静岡 LIFE 、、、＃2                                                                  静岡県静岡市葵区沓谷2-9-11                                                      054-298-9881 murai.sunao@jade.plala.or.jp                      
静岡 (株)バイシクルわたなべ カネボウ通り店                                           静岡県静岡市駿河区曲金7-8-35                                                    054-285-8845 kanebou@bicycle-watanabe.co.jp                    
静岡 LIFE、、、                                                                      静岡県静岡市駿河区馬渕3-8-24CRANK1F/2F                                          054-281-5955 life-peace@nifty.com                              
静岡 CYCLE BRAIN                                                                     静岡県静岡市清水区八千代町9-20第3遠藤ﾋﾞﾙ1F                                      054-355-5008 shopmaster@cycle-brain.com                        
静岡 (株)なるおかサイクル                                                            静岡県島田市大井町6-11                                                          0547-37-3609 y.naruoka@thn.ne.jp                               
静岡 wide open                                                                       静岡県磐田市二之宮東3-1室田ビル1F                                               0538-37-1240 tjmdp740@ybb.ne.jp                                
静岡 シクロサロン　とつか                                                            静岡県浜松市中区佐鳴台4-37-32                                                   053-448-3619 cbl35413@nifty.com                                
静岡 シィクリスタ　ヴィエント                                                        静岡県富士宮市宮原276-3                                                         0544-26-6210 c.viento@nifty.com                                
静岡 (株)YOU CAN 富士店                                                              静岡県富士市入山瀬524-1                                                         0545-71-8966 you-can@cy.tnc.ne.jp                              
愛知 ＣＹＫＬＩＳ                                                                    愛知県一宮市森本4丁目12番27号                                                   0586-23-7671 jonny@cyklis-shop.com                             
愛知 サイクルぴっと　イノウエ 岡崎店                                                 愛知県岡崎市緑丘2-1-4                                                           0564-55-5606 info@pit-inoue.com                                
愛知 サイクルぴっと　イノウエ 刈谷店                                                 愛知県刈谷市高須町1-6-10                                                        0566-25-7090 info@cycle-pit.com                                
愛知 カミハギサイクル 小牧本店                                                       愛知県小牧市小木東1丁目25番地                                                   0568-73-8311 info@kamihagi.com                                 
愛知 シミズ　CYCLE                                                                   愛知県大府市東新町2-201                                                         0562-46-6304 alliance@simizucycle.com                          
愛知 SIMIZU CYCLE　東海店                                                            愛知県東海市富木島町伏見1丁目9-4ｱﾈｯｸｽｋ1F                                       052-693-6577 simizutokai@salsa.ocn.ne.jp                       
愛知 BicycleShop 自転車道                                                            愛知県豊川市末広通1丁目32番地ﾛﾜﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ1F101                                    0533-80-2830 jitensyado@yahoo.co.jp                            
愛知 Circles                                                                         愛知県名古屋市中区千代田4-14-20                                                 052-331-3232 info@circles-jp.com                               
愛知 (株)フクイサイクル                                                              愛知県名古屋市中川区前並町41                                                    052-361-0123 fukui-c@fukui-c.co.jp                             
愛知 (株)カトーサイクル                                                              愛知県名古屋市南区駈上2-8-26                                                    052-811-3741 hisashi@be.to                                     
愛知 ワタキ商工(株)ニコー製作所                                                      愛知県名古屋市北区駒止町1-116                                                   052-981-0170 contact@niko758.com                               
三重 WILSON CYCLE BLACK                                                              三重県桑名市矢田磧21                                                            0594-24-6122 kuwana-gyomu@wilsoncycle.jp                       
三重 WILSON CYCLE 鈴鹿                                                               三重県鈴鹿市庄野共進2-6-1                                                       059-392-8122 suzuka-store@wilsoncycle.jp                       
滋賀 ストラーダバイシクルズ                                                          滋賀県草津市野路8丁目5-29                                                       077-566-8300 info@strada.jp                                    
京都 Bicycle Ragazzi                                                                 京都府京田辺市三山木北垣内1-2                                                   0774-26-0922 mail@bicycle-ragazzi.com                          
京都 PEES　ピーズ                                                                    京都府京都市伏見区下油掛町164                                                   075-861-2333 pees@nike.eonet.ne.jp                             
京都 自転車屋　ライブ                                                                京都府京都市下京区西七条南月読町62ﾒｿﾞﾝﾗﾄｱ1F北                                   075-311-1127 info@kbs-raibu.com                                
京都 コセキサイクリングセンター 七本松店                                             京都府京都市上京区七本松通今出川上る496-17                                      075-463-3428 koseki-cycle@kyoto.zaq.ne.jp                      
京都 TAKENAKA                                                                        京都府京都市上京区信富町310                                                     075-256-4863 bike-fun@nike.eonet.ne.jp                         
京都 シルベストサイクル 京都店                                                       京都府京都市中京区大黒町71                                                      075-231-0531 silbest_kyoto@opal.ocn.ne.jp                      
京都 EURO WORKS La.sista                                                             京都府木津川市山城町上狛四丁町5-2                                               0774-86-6300 lasista@euro-works.net                            
大阪 やぎサイクル                                                                    大阪府高槻市岡本町52-37                                                         072-695-3800 yagi@yagicycle.com                                
大阪 (有)ワールドサイクル                                                            大阪府堺市東区石原町1-125-3                                                     072-240-2525 btobmail@worldcycle.co.jp                         
大阪 CS　カンザキ 阪急千里山店                                                       大阪府吹田市千里山松が丘26-21                                                   06-4861-8146 cskanzaki@kvj.biglobe.ne.jp                       
大阪 サニーサイド　松谷サイクル                                                      大阪府泉大津市曽根町1丁目10-13                                                  0725-32-4709 matuya@sunnysidebike.com                          
大阪 酒谷自転車商会 くみの木店                                                       大阪府大阪狭山市茱萸木6-239-2                                                   0723-67-0208 info@bl-sakatani.com                              
大阪 アクオード                                                                      大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町4番14号                                           06-6625-0460 order@acquoso.com                                 
大阪 biciparadiso　Augurio                                                           大阪府大阪市住吉区長居2丁目10-32                                                06-6696-5501 bp-augurio@kih.biglobe.ne.jp                      
大阪 (有)ウエムラパーツ                                                              大阪府大阪市住之江区粉浜西2-7-7                                                 06-6671-4402 toiawase@uemura-cycle.com                         
大阪 tubi                                                                            大阪府大阪市西区靱本町1-13-16                                                   06-6447-5020 tubi_bicycle@ybb.ne.jp                            
大阪 ビチコルサ　アヴェル                                                            大阪府大阪市西区靱本町1-20-13なにわ筋ビル1階                                    06-6147-2926 maker@avel.jp                                     
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大阪 Ys Road 大阪                                                                    大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-2-9船場藤井ﾋﾞﾙ1F                                  06-4705-5482 osaka@ysroad.net                                  
大阪 スクアドラ                                                                      大阪府大阪市平野区流町1-5-14                                                    06-6709-1557 mail@squadra.ne.jp                                
大阪 (有)ウエムラサイクルパーツ 梅田店                                               大阪府大阪市北区曽根崎2-2-15ﾋﾞｭｰﾌﾚｯｸｽ梅田1F                                     06-7711-4402 umeda@uemura-cycle.com                            
大阪 シルベストサイクル 梅田店                                                       大阪府大阪市北区梅田2丁目5-2大阪新サンケイビル1F161号室                         06-6344-3808 silbest1@tuba.ocn.ne.jp                           
大阪 Via Cycles Village                                                              大阪府大阪市北区浮田2-4-12(有)ﾘｱﾙﾘﾃｲﾙ                                           06-4802-3624 via2@real-retail.com                              
大阪 シルベストサイクル 豊中店                                                       大阪府豊中市中桜塚3-10-23                                                       06-6848-2588 silbest3@wish.ocn.ne.jp                           
大阪 サイクルセンター　タケウチ                                                      大阪府枚方市南楠葉1-10-2                                                        0728-56-2506 cczippy@po.twin.ne.jp                             
大阪 一条アルチメイトファクトリー箕面                                                大阪府箕面市白島3-7-7                                                           072-735-7710 minoo@1jyo.com                                    
兵庫 ﾊﾞｲｼｸﾙｽﾄｱ ﾗｲﾄﾞﾜｰｸｽ                                                              兵庫県芦屋市業平町6-11-101                                                      0797-25-2511 ikoma@rideworks.jp                                
兵庫 インフィニティー                                                                兵庫県高砂市梅井4丁目6-13                                                       0794-49-0101 info@infinity-jp.com                              
兵庫 ガレリア 2001                                                                   兵庫県神戸市中央区雲井通1-1ﾂｲﾝ雲井ﾋﾞﾙ104号                                      078-242-7215 ga2001@skyblue.ocn.ne.jp                          
兵庫 サイクルショップ　テラオ                                                        兵庫県姫路市福中町1                                                             0792-22-3544 cs-terao@terao.gr.jp                              
兵庫 一条アルチメイトファクトリー宝塚                                                兵庫県宝塚市宮の町3-10                                                          0797-80-7885 takarazuka@1jyo.com                               
兵庫 ウオズミサイクル                                                                兵庫県明石市魚住町清水186-6                                                     078-943-7778 uosai_train@tea.ocn.ne.jp                         
和歌山 WHEEL ACTION                                                                    和歌山県新宮市井の沢1-1ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F                                                0735-21-5085 wheelaction@gmail.com                             
和歌山 町のじてんしゃ修理屋さん 大浦街道店                                             和歌山県和歌山市舟津町3丁目10-3                                                 073-423-0288 shuri0288@eagle.ocn.ne.jp                         
島根 TECH.cycle build                                                                島根県出雲市天神町14-1                                                          0853-25-7716 mail@techcyclebuild.com                           
島根 タクワサイクル                                                                  島根県松江市浜佐田町918-5                                                       0852-36-7775 bhhmt110@ybb.ne.jp                                
岡山 バイシクルプロショップ　なかやま                                                岡山県岡山市北区京橋町8-3                                                       086-222-5262 ma@bps-nakayama.com                               
岡山 サイクルセンター　岡山                                                          岡山県岡山市北区高柳西町16-109                                                  086-214-0887 cycle-okayama@eagle.ocn.ne.jp                     
岡山 サイクルショップ　ウェーブ                                                      岡山県総社市中央4丁目1-103                                                      0866-92-2100 cs-wave@cs-wave.com                               
広島 玉津サイクル                                                                    広島県呉市安浦町内海南1丁目3番14号                                              0823-84-2248 tamatsu@smile.ocn.ne.jp                           
広島 クイーンＫ                                                                      広島県福山市城見町1-3-19                                                        0849-21-4302 queen.k@f2.dion.ne.jp                             
山口 サイクルピット　240                                                             山口県下関市川中豊町6丁目8-24                                                   0832-55-5517 nishio@mx51.tiki.ne.jp                            
徳島 ナカニシサイクル                                                                徳島県徳島市徳島本町1-6                                                         0886-25-2864 jitensha@jeans.ocn.ne.jp                          
徳島 サイクリングショップ TOKU                                                       徳島県徳島市南二軒屋町3-2-15                                                    0886-24-1933 toku@mb.tcn.ne.jp                                 
徳島 cycle science                                                                   徳島県板野郡藍住町徳命字元村156-1                                               088-677-6275 info@cyclescience.jp                              
愛媛 犬飼自転車商会                                                                  愛媛県宇和島市和霊元町1丁目3-5                                                  0895-22-2269 c-lifeinugai@go8.enjoy.ne.jp                      
愛媛 (有)サイクリングショップ ウメザワ                                               愛媛県松山市岩崎町2-6-30                                                        0899-43-6491 c.s.umezawa@kdn.biglobe.ne.jp                     
高知 サイクリングショップ　ヤマネ                                                    高知県高知市城山町67-5                                                          0888-31-9614 yamane@khf.biglobe.ne.jp                          
高知 (有)城北サイクル                                                                高知県高知市南万々18                                                            0888-73-4973 johokucycle@me.pikara.ne.jp                       
福岡 イワイスポーツサイクル                                                          福岡県久留米市野中町982-7                                                       0942-32-6708 info@iwaisport.com                                
福岡 サイクルショップ　きくち                                                        福岡県春日市光町3-2-4                                                           092-581-4140 csk@jde.jp                                        
福岡 REISYUYA bicycle                                                                福岡県福岡市城南区七隈5-9-17 ﾂｲﾝ七隈西102                                       092-518-4051 shop@reisyuya-bicycle.com                         
福岡 ZING2 Fukuoka イワイ                                                            福岡県福岡市中央区高砂1-9-3                                                     092-532-3150 40116@riogrande.local                             
福岡 (有)ウエムラサイクルパーツ 福岡店                                               福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1ﾋｭｰﾘｯｸ博多1F                                     092-686-4403 uemura_cyc@yahoo.co.jp                            
熊本 岩永サイクル                                                                    熊本県熊本市中央区南熊本3-1-15                                                  096-362-0443 forrest@deluxe.ocn.ne.jp                          
大分 オールウェイズバイシクルズ                                                      大分県大分市上宗方415                                                           097-574-7470 allwaysbicycles@gmail.com                         
大分 サイクルショップ　ダイトー                                                      大分県大分市長浜町2丁目11                                                       097-532-4304 cs-daito@oct-net.ne.jp                            
宮崎 自転車倶楽部                                                                    宮崎県延岡市伊達町2-5835-1                                                      0982-32-6822 mechanic@jitenshaclub.com                         
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