自転車安全整備店（大分県）
平成27年10月01日
店名
ミスターマックス 宇佐店
バイク&サイクル ヤマシタ
サイクルショップ安東
HIひろせ ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾎﾞ臼杵店
サイクルハウス トライ
山本サイクル
サイクルショップおおた
永易モータース
柴田自転車店
親和商会
マルケイ商会
サイクルショップやまうち
津末サイクル
木村輪業
サノサイクル
小野商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 西大分店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 下郡店
築城自転車店
イオンパークプレイス 大分店
(公社)大分市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
ムトー自転車商会
若林自転車商会
アダチサイクル
タナカサイクル
サイクルショップ ムナカタ
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟコダマ 森町バイパス店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ森町店
山村輪業㈲
山口輪業
サイクルショップ舞鶴
NEXT-R 大分輪業㈱
タカクラサイクル
指原自転車商会

住所
宇佐市法鏡寺５００
臼杵市臼杵２－９３－１９
臼杵市大字大野５５０－１
臼杵市大字野田字唐木田１７６－１
臼杵市野田３２０－４
玖珠郡玖珠町大字森９９７
玖珠郡玖珠町塚脇３１０－３
国東市国東町鶴川１８９９－２
佐伯市宇目塩見園１５１７－１
佐伯市船頭町２－１１
佐伯市大手町１－３－２０
佐伯市中村西町２－２４
大分市羽田２組－１
大分市荏隈町２－２
大分市鴛野１０２２－５
大分市王子西町３－２７
大分市王子北町４－６７
大分市下郡１８０９－１
大分市賀来森の木５０１
大分市公園通り西２－１
大分市高城西町３２－１６
大分市坂ノ市中央３－１６－１１
大分市小佐井２－４－１０
大分市小中島３－１－２１
大分市松原町１－１０－３
大分市上宗方４０９
大分市森字簾４３８－１
大分市森町１８１－３
大分市森町５９６－１
大分市生石１－２－３
大分市西浜３－２０
大分市泉町９－２２
大分市泉町９－２６
大分市大在浜１－１－４１
ＢＭＸ＆ｻｲｸﾙﾚｽｷｭｰ ＲＯＢＯ ＲＩＢＯ 大分市大在浜２－２１－２１
平田自転車店
大分市大字細４０８－２
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟコダマ わさだ店
大分市大字市１１８７
ミスターマックス 西大分店
大分市大字生石１４５－４４
ﾎｰﾑｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾒﾝﾄひろせ 元町店 大分市大字大分４８８７
サイクルショップ ヒガシムラ
大分市大道町２－７－２２
ザ･サイクル NEXT-R
大分市中島中央３－４－２６
武田自転車店
大分市中島東１－１－４
ヒジヤ輪業
大分市中判田１９０７
フレンドサイクル
大分市鶴崎２７８－８
㈲オートショップ峯
大分市田尻６６９－１
アベコーサイクル
大分市田中町１１組－１
大分サイクルサービス
大分市田中町２組の３
サイクルショップとしみつ
大分市東津留１－７－２５
キムラサイクル
大分市南太平寺１４組
ant
大分市萩原１－４－１ｺｰﾎﾟ越谷ﾊﾟｰﾄ4-101
牧自転車商会
大分市萩原３－２１－２５
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 南大分店
大分市畑中大字畑中６７０－６
サイクルハウス エトウ
大分市富士見が丘東５－１０－１６
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟコダマ 府内町本店
大分市府内町１－６－１９
諸田輪業
大分市片島７組
㈲シーアンドシー
大分市法勝台１－５－１７

電話番号
0978-34-9770
0972-62-2646
0972-64-2022
0972-64-7030
0972-63-3722
0973-72-0445
0973-72-3040
0978-72-0219
0972-52-1506
0972-22-3700
0972-22-1298
0972-22-2148
097-569-1751
097-544-1315
097-568-8300
097-532-1521
097-540-6082
097-554-3325
097-549-1831
097-528-7500
097-552-3220
097-592-1163
097-592-1421
097-527-4312
097-558-6214
097-541-6754
097-524-0500
097-503-6003
097-521-5490
097-534-9775
097-551-8392
097-534-5767
097-536-3088
097-592-0036
097-593-3474
097-592-1313
097-588-8180
097-532-3200
097-513-8555
097-543-1093
097-573-9277
097-532-1423
097-597-0069
097-522-1778
097-542-5839
097-544-0213
0975-46-1232
097-558-1343
097-545-8312
097-547-7393
097-558-6098
097-573-6107
097-542-5600
097-536-1510
097-568-4419
097-556-5152

自転車安全整備店（大分県）
平成27年10月01日
店名
スポーツショップのだ
カサギサイクル
エトウサイクルセンター
(資)塩崎自転車商会
永田サイクル
ミスターマックス 中津店
梶原サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 中津店
いくたサイクル
グッデイ 中津店
バイクプラザ ナカノ
幸サイクル
上原商会
菅原サイクル
二輪のニシムラ
梶原サイクル
なかよしサイクルショップ
ヒサザトサイクル
梶原シルク商会
自転車の西尾
サイクルショップ エトウ
大久保商会
㈱ヒカリ自転車商会
牧 サイクル
ﾎｰﾑｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾒﾝﾄひろせ 別府店
一万田サイクル商会
矢野モータース
サトウサイクル
大津モータース 緒方支店
植木自転車商会
後藤商会
サイクルショップさとう

住所
大分市北下郡１１組７
大分市末広町２－１－１３
大分市明磧町３組
竹田市竹田町４６－１
竹田市竹田町４９３－２
中津市宮夫１９１
中津市大悟法７３７－７４
中津市中央町１－２－３
中津市中殿町１－４８７－２
中津市中殿町３－３－１５
津久見市宮本町１７－７
津久見市入船西町５－１１
日田市丸山１－３－３９
日田市大山町大字西大山５２５－５
日田市中本町４－３
日田市田島本町５－２５
日田市南元町３１８－３
日田市日ノ出町３０－１
日田市本庄町１－１２
別府市亀川四の湯町１１－８
別府市亀川中央町５－４４
別府市鶴見町３組
別府市北浜３－１－７
別府市末広町４－１７
別府市餅ケ浜町６－２３
別府市野口元町６－２１
豊後大野市三重町赤嶺２５４０－１
豊後大野市三重町赤嶺２９９４－１
豊後大野市緒方町馬場６３－１
由布市湯布院町中川５５９
由布市挾間町挾間６１３－２
由布市挾間町挾間８５８－２

電話番号
097-568-2232
097-532-3892
097-544-2964
0974-62-2345
0974-63-2423
0979-23-2345
0979-32-3570
0979-85-0020
0979-22-4176
0979-24-4230
0972-82-0213
0972-82-3095
0973-22-4772
0973-52-2846
0973-22-6469
0973-23-4085
0973-22-2821
0973-23-8019
0973-22-4749
0977-66-1212
0977-66-2635
0977-23-6996
0977-23-3483
0977-22-4551
0977-25-9012
0977-22-5097
0974-22-0320
0974-22-4700
0974-42-2942
0977-84-2019
097-583-2720
097-583-1940

