2222017 春夏モデル シマノサイクリングウエア全国取扱い 店舗一覧
全国のスポーツバイクショップの中でも、充実した内容でシマノサイクリングウエアを取り揃えているお店をご紹介します。とくに、さまざまなラインアップを豊富に取り揃えている「シマノサイクリングウエアフラッグシップストア」を★で掲載しています。

販売店名

住所

電話番号

北海道・東北

サイクル小野サッポロ

北海道札幌市中央区北 2 条西 24 丁目 1-1

011-621-0501

◎

北海道・東北

サイクルショップナカムラ SAPPORO

北海道札幌市中央区南 4 条西 1-1-2 第 87 松井ビル 1F

011-532-9588

◎

北海道・東北

サイクルショップおかべ

北海道札幌市中央区南 15 条西 6-2-25

011-511-0459

◎

北海道・東北

サイクルショップ サッポロ むらやま

北海道札幌市北区北 19 条西 4 丁目 2-16

011-716-4854

◎

北海道・東北

札幌じてんしゃ本舗

北海道札幌市東区東苗穂九条 3-8-21 N ビル 1F

011-790-1575

◎

北海道・東北

サイクルプラザ

北海道札幌市豊平区西岡 3 条 5-5-6

011-859-5555

◎

北海道・東北

CYCLE FACTORY

北海道札幌市西区二十四軒四条 7-5-16

011-643-3188

★

北海道・東北

サイクルハウス クランカー

北海道旭川市旭神 1 条 5-8-21

0166-66-7500

◎

北海道・東北

スピード商会 美原店

北海道函館市美原 1-15-4

0138-43-5204

◎

北海道・東北

竹内商会

青森県弘前市代官町 104-3

0172-32-0693

◎

北海道・東北

SASASOUBIKES

岩手県盛岡市中央通 2-9-24

019-622-5595

◎

北海道・東北

SHOWA

秋田県秋田市手形山中町 11-7

018-833-2817

◎

北海道・東北

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

◎

北海道・東北

せきサイクルショップ

宮城県多賀城市高橋 2-18-1

022-368-9316

◎

北海道・東北

ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ ﾀﾞｲｼｬﾘﾝ 名取店

宮城県名取市植松字入生 394

022-382-1001

◎

北海道・東北

じてんしゃ蔵 守三

山形県山形市長苗代 163-3

023-645-1888

◎

北海道・東北

大滝輪店

山形県鶴岡市山王町 10-28

0235-22-1186

◎

北海道・東北

SATO-CYCLE

福島県郡山市中野 2 丁目 2 番地

024-962-4364

◎

北海道・東北

サイクルショップ ヨシダ

福島県福島市上浜町 1-18

024-522-2738

◎

北海道・東北

吉野輪業商会

福島県福島市八島田字北古屋 2-2

024-557-0267

◎

北海道・東北

CYCLE SHOP YUKI

福島県いわき市平字南町 50-1

0246-25-4993

◎

関東

カワサキ乗物デパート

茨城県土浦市大和町 8-21

029-821-1147

◎

関東

サイクルショップ イマイ

茨城県日立市鮎川町 6-4-22

0294-33-0468

◎

関東

bicycle park O2

茨城県日立市水木町 2-42-3

0294-54-0022

◎

関東

じてんしゃの杜

栃木県宇都宮市岩曽町 1482

028-689-0195

◎

関東

ツナカワサイクル

栃木県宇都宮市城東 1-12-14

028-633-4082

◎

関東

ＴＲＡＩＬ ＬＯＶＥＲＳ

栃木県小山市喜沢 1475-34 水野ハイツ 102

0285-25-5132

◎

関東

CYCLE YOSHIDA 伊勢崎店

群馬県伊勢崎市宮子町 3469-9

0270-40-5552

★

関東

POWER ー KIDS 伊勢崎店

群馬県伊勢崎市連取町 1775-2

0270-23-9080

◎

関東

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

◎

関東

CYCLE YOSHIDA 高崎店

群馬県高崎市問屋町 4-3-2

027-363-8161

★

関東

POWER ー KIDS 高崎店

群馬県高崎市緑町 4-7-7 楽歩堂内

027-387-0098

★

関東

サイクルショップタキザワ

群馬県前橋市国領町 2-2-18

027-231-5619

★

関東

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 3-23-17

048-883-7077

◎

関東

バイシクルセオ 大宮店

埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-81

048-658-2666

◎

関東

ワイズロード 大宮

埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-23

048-650-8750

◎

関東

自転車のアキ 星の宮店

埼玉県所沢市星の宮 2-7-25

04-2939-3190

◎

関東

バイシクルセオ 川口店

埼玉県川口市朝日 2-11-1

048-287-8298

◎

関東

OVER-DO 川越店

埼玉県川越市新宿町 6-3-7

049-293-3643

◎

関東

ワイズロード 越谷

埼玉県越谷市レイクタウン 4-2-2 イオンレイクタウン 1F

048-967-5041

★

関東

じてんしゃ村 17 号店

埼玉県本庄市小島 171-1

0495-24-6450

◎

関東

POWER ー KIDS 熊谷店

埼玉県熊谷市肥塚 935-12

048-598-4650

◎

関東

タキサイクル

千葉県佐倉市新臼井田 22-2

043-461-7756

◎

関東

バイシクルセオ 新松戸店

千葉県松戸市新松戸 3-291

047-340-5200

◎

関東

セオサイクル 幕張ベイタウン店

千葉県千葉市美浜区打瀬 2-6 パティオス 4 番街

043-211-0015

◎

関東

サイクルテラス 幕張新都心店

千葉県千葉市美浜区豊砂 1-6 イオンモール幕張新都心 アクティブモール 1 階

043-306-7284

★

関東

バイシクルセオ アリオ蘇我店

千葉県千葉市中央区川崎町 52-7 1F-39

043-266-9100

◎

関東

バイシクルセオ ららぽーと店

千葉県船橋市浜町 2-1-1 ららぽｰと 1-1F

047-437-2829

★

関東

ワイズロード 船橋

千葉県船橋市浜町 2-2-7 ビビットスクエア 1F&3F

047-402-6681

★

関東

バイシクルセオ 船橋ガレージ

千葉県船橋市宮本 3-6-7

047-498-9211

◎

関東

ワイズロードお茶の水 エアロロード・トライアスロン館 / レディース館 東京都千代田区神田小川町 1-6-1

03-5244-4995

◎

関東

L-Breath BIKE 御茶ノ水店

東京都千代田区神田小川町 3-6-8 伸幸ビル

03-3518-0255

★

関東

バイシクルセオ 晴海店

東京都中央区晴海 1-8-1 晴海トリトン東京トヨペット棟 1F

03-5144-8254

◎

関東

ワイズロード 渋谷本館

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 1 号館

03-5728-3539

★

関東

ワイズロード 新宿ウェア館

東京都新宿区新宿 2-19-1 ビッグスビル B1F

03-5363-5696

★

関東

ワイズロード 新宿ビギナー館

東京都新宿区西新宿 1 丁目 5 番 1 号ハルク M2

03-5909-8717

★

関東

ワイズロード 池袋

東京都豊島区東池袋 1-27-8

03-5992-4070

★

関東

ワイズロード 池袋チャーリー

東京都豊島区東池袋 1-43-6D-BOX 2F

03-3983-8694

★

関東

ワイズロード 二子玉川

東京都世田谷区瀬田 2-32-14 玉川高島屋 SC ガｰデンアイランド B1 G06

03-5717-3110

◎

関東

ル ･ サイク アヴァン等々力

東京都世田谷区等々力 1-32-12

03-6809-7306

◎

関東

ワイズロード 上野本館

東京都台東区上野 3-16-3-1

03-3836-6168

◎

関東

ワイズロード 上野ウェア館

東京都台東区上野 3-17-2 幸和ビル 1F

03-5812-6656

★

関東

アートスポーツ ANNEX 店

東京都台東区上野 5-26-1

03-3836-1662

★

関東

ワイズロード 環八・R １号

東京都大田区多摩川 1-36-27

03-5732-0840

★

関東

CYCLE SHOP YOSHIDA

東京都江東区木場 2-5-4

03-3641-3091

◎

関東

ワイズロード 東大和

東京都東大和市芋窪 5-1137-1

042-516-9455

★

関東

ファーストバイクスインターナショナル

東京都八王子市散田町 5-11-3 フローラル散田 A 号室

042-673-3806

◎

関東

YOU CAN 八王子店

東京都八王子市明神町 4-26-8 リバｰサイドビル 101

042-660-5307

◎

関東

ワイズロード 府中多摩川

東京都府中市四谷 5-42-3

042-352-3308

★

関東

CWS 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-19

0422-28-7787

◎

関東

オミノウェイズ

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-28-7 メゾン MEG1 階

0422-20-7566

◎

関東

GOOD OPEN AIRS myx

神奈川県横浜市神奈川区栄町 7-1 myX ビル

045-459-2289

◎

関東

バイシクルセオ トレッサ横浜店

神奈川県横浜市港北区師岡町 700 トレッサ横浜 南棟 1F

045-534-2394

◎

関東

ワイズロード 横浜ウェア館

神奈川県横浜市西区桜木町 5-26-3 桜木町日本堂ビル 1F

045-680-0054

★

関東

エンドウ商会

神奈川県小田原市扇町 1-28-28

0465-34-7517

◎

関東

コギー川崎駅前

神奈川県川崎市川崎区日進町 1-11 川崎ルフロン 5 階

044-245-5515

◎

関東

イトイサイクル

神奈川県相模原市南区相模大野 3-18-12

042-746-4581

◎

関東

中島商会

神奈川県相模原市緑区橋本 3-30-1

042-772-2668

◎

関東

ワイズロード 茅ヶ崎

神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4 丁目 12986 番 52 号 サザンビｰチヒルズ 2F

0467-84-1555

◎

関東

バイシクルセオ テラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台 1-3-1 テラスモール湘南 1F

0466-86-7188

★

関東

マーシュ

神奈川県藤沢市亀井野 359-5

0466-43-8389

◎

関東

Fun Cycle

神奈川県平塚市東八幡 1-16-1

0463-21-3099

◎

中部

サカモト

新潟県三条市島田 1-2-14

0256-32-5348

◎

中部

さいくるぴっと B&S

新潟県新潟市中央区新和 3-1-22

025-281-7744

◎

中部

サイクルワークス Fin's

新潟県長岡市左近 2-53

0258-33-8823

★

中部

サイクルショップ カガ

石川県金沢市額乙丸町イ 29-1

076-298-3302

◎

中部

サイクル みなみ

石川県金沢市西金沢 1-7

076-241-1383

◎

中部

Kei G

石川県金沢市武蔵 16-33 サニｰビル 1F

076-254-0911

◎

中部

ACTIVE CYCLE 884

富山県富山市山室 185-1 レジデンス蘭 1F

076-491-7884

◎

中部

三沢自転車商会

長野県塩尻市大字広丘原新田 184-2

0263-52-1507

◎

中部

TOMOS

岐阜県可児郡御嵩町中 2505-1

0574-67-0318

◎

中部

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

◎

中部

オオムラ 桜橋店

静岡県静岡市清水区春日 2-3-31

054-352-3984

◎

中部

サイクルスポット沼津店

静岡県沼津市高島本町 1-5 イシバシプラザ 1F

055-929-0345

◎

中部

なるおかサイクル

静岡県島田市大井町 6-11

0547-37-3609

◎

中部

ミソノイサイクル 蜆塚店

静岡県浜松市中区鴨江 3-74-25

053-453-3885

◎

中部

バイシクルわたなべ 浜松店

静岡県浜松市浜北区貴布称 1200 プレ葉ウォｰク浜北 1F

053-489-4863

◎

中部

ワイズロード 名古屋ウェア館 / クロスバイク館

愛知県名古屋市中区錦町 2-2-13 名古屋 センタービル 1 階 102 号室

052-228-8811

★

中部

カトーサイクル

愛知県名古屋市南区駈上 2-8-26

052-811-3741

◎

中部

サイクルテラス 熱田店

愛知県名古屋市熱田区六野 1-208-4

052-872-8319

◎

中部

ニコー製作所

愛知県名古屋市北区駒止町 1-116

052-981-0170

◎

中部

リーフ

愛知県安城市新田町新栄 73 番地 1

0566-77-0002

★

中部

サイクルショップポパイ

愛知県一宮市住吉 2-8-4

0586-45-0316

◎

中部

サイクルファクトリーコレール

愛知県岡崎市柱 4 丁目 2-10

0564-84-5905

◎

中部

じてんしゃひろば 遊

愛知県小牧市郷中 1-197

0568-75-5802

★

中部

カミハギサイクル 小牧本店

愛知県小牧市小木東 1-25

0568-73-8311

★

中部

自転車屋まるいち 丁田店

愛知県西尾市丁田町杢左 10-1

0563-55-3939

★

中部

SIMIZU CYCLE CYCLE SPORTS 本館

愛知県大府市共和町 2 丁目 6-9

0562-74-1711

◎

中部

ユーロードバイシクル

愛知県半田市星崎町 3-39-81

0569-24-5959

◎

中部

千賀サイクル 中地店

愛知県津島市中地町 3-31-1

0567-55-8993

◎

中部

サイクルステーションスカイ

三重県津市久居射場町 44

059-255-4511

◎

中部

サンコー自転車商会

三重県四日市市小古曽 1 ｰ 9 ｰ 16

059-345-0757

◎

中部

CYCLE HOUSE MIYATA 小津店

三重県松阪市小津町字大坪 427-1

0598-56-9577

◎

関西

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

★

関西

LOKO Bicycle

滋賀県守山市三宅町 364-3

077-582-7866

◎

関西

コセキサイクリングセンター

京都府京都市上京区七本松通今出川上る毘沙門町 496-17

075-463-3428

◎

関西

シルベストサイクル 京都店

京都府京都市中京区六角通柳馬場東入る大黒町 71

075-231-0531

★

関西

ワイズロード 京都

京都府京都市中京区裏寺町 595 グランレジェイド京都河原町 1F

075-254-7827

★

関西

チクロ イプシロン

京都府長岡京市野添 2-10-17 ソレイユ山田 1 階

075-951-8611

◎

関西

スポーツサイクルナチュラル

京都府八幡市欽明台中央 2-2 ジョイコート家七 A 棟 102 号室

075-874-4486

◎

関西

シルベストサイクル 梅田店

大阪府大阪市北区梅田 2-5-2

06-6344-3808

★

関西

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 ビュｰフレックス 1F

06-7711-4402

★

関西

ウエムラサイクルパーツ 本店

大阪府大阪市住之江区粉浜西 2-7-7

06-6671-4402

★

関西

スクアドラ

大阪府大阪市平野区流町 1-5-14

06-6709-1557

◎

関西

ワイズロード 大阪ウェア館

大阪府大阪市中央区博労町 2-4-11

06-6265-5850

★

関西

BECK ON

大阪府大阪市中央区本町 4-4-24

06-6120-3939

★

関西

シルベストサイクル 難波店

大阪府大阪市中央区難波 5-1-5 高島屋大阪店 5F

06-6641-1950

◎

関西

アクオード

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 4-14

06-6625-0460

◎

関西

ラビット ストリート あべの近鉄店

大阪府大阪市阿倍野区松崎町 2-2-43 近鉄パーキングビル 1F

06-6654-4189

◎

関西

やぎサイクル

大阪府高槻市岡本町 52-37

072-695-3800

◎

関西

カワハラダ

大阪府堺市堺区東永山園 2-30

072-233-1348

◎

関西

シルベストサイクル みのおキューズモール店

大阪府箕面市坊島 4-5-20

072-723-6123

★

関西

リンリン 寝屋川店

大阪府寝屋川市大利町 29-8

072-827-7203

◎

関西

BICYCLE LAND Sakatani

大阪府大阪狭山市茱萸木 6-239-2

072-367-0208

◎

関西

cycle life shop KOG

大阪府東大阪市西石切町 7-6-7 オ - ク新石切 1F

072-988-0113

◎

関西

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 3-10-3

073-423-0288

◎

関西

自転車生活 Touch! マエダ自転車店

和歌山県田辺市上万呂 414

0739-22-7701

◎

関西

bicycle store RIDE WORKS

兵庫県芦屋市業平町 6-11-101

0797-25-2511

◎

関西

ワイズロード 神戸

兵庫県神戸市中央区栄町通 1-2-1MRSX ビル B １

078-333-7037

★

関西

AD サイクル

兵庫県尼崎市東難波町 5-6-16

06-6482-3030

◎

関西

サイクルショップ ひろしの店

奈良県奈良市大宮町 3-2-10 三洋ビル 1F

0742-35-3596

◎

関西

キタサイクル

奈良県大和郡山市柳町 79

0743-55-5925

◎

中国・四国

ナカニシサイクル

徳島県徳島市徳島本町 1-6

088-625-2864

◎

中国・四国

Cycle Science

徳島県板野郡藍住町徳命元村 156-1

088-677-6275

◎

中国・四国

杉山輪業

愛媛県松山市本町 5-6-2

089-925-4679

◎

中国・四国

B-Shop OCHI

愛媛県西条市喜多川 316 番地 1

0897-55-2048

◎

中国・四国

ワイズロード 松山エミフル MASAKI

愛媛県伊予郡松前町筒井 850 番 エミフル MASAKI エミアミューズ 1F

089-984-4835

★

中国・四国

城北サイクル

高知県高知市南万々 18 番地

088-873-4973

◎

中国・四国

cycle shop Freedom

岡山県岡山市中区竹田 15-1

086-238-6528

◎

中国・四国

BICYCLE PRO SHOP なかやま

岡山県岡山市北区京橋町 8-3

086-222-5262

◎

中国・四国

サイクルセンター岡山 本店

岡山県岡山市北区高柳西町 16-4

086-214-0887

◎

中国・四国

ｇｏｏｄｓｐｅｅｄ井原自転車店

広島県東広島市西条下見 5-7-7

082-423-0145

◎

中国・四国

キムラじてんしゃ

広島県安芸郡海田町上市 18-11

082-823-2897

◎

中国・四国

バイシクルネコモト 二葉店

広島県広島市東区二葉の里 2-7-13

082-263-0202

◎

中国・四国

サイクルショップ フクハマ

鳥取県鳥取市瓦町 623

0857-22-6327

◎

中国・四国

サイクルスポーツクワハラ

鳥取県米子市西倉吉町 53

0859-22-4977

◎

中国・四国

タクワサイクル

島根県松江市西浜佐陀町 445-1

0852-36-7775

◎

中国・四国

自転車館びｰくる

山口県防府市高倉 2-12-22

0835-22-0019

◎

中国・四国

サイクリングサロン ヒロシゲ

山口県柳井市天神 14-22

0820-22-0645

◎

九州・沖縄

FREE RIDE HEAD SHOP

福岡県久留米市大手町 1-6

0942-32-0708

★

九州・沖縄

FREE RIDE EAST SHOP

福岡県古賀市久保 901-130

092-942-7889

★

九州・沖縄

ワイズロード 福岡天神

福岡県福岡市中央区渡辺通 4-9-25

092-753-6910

★

九州・沖縄

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 ヒューリック博多ビル 1 階

092-686-4403

★

九州・沖縄

サイクルロッジ タニグチ 若草店

長崎県長崎市若草町 5-24

095-865-8918

◎

九州・沖縄

サイクルフレンド タカタ

長崎県大村市玖島 1-117-5

0957-54-0531

◎

九州・沖縄

サイクルショップ茶輪子

鹿児島県鹿児島市荒田 2-25-12

099-259-8768

◎

九州・沖縄

沖縄輪業株式会社 前島店

沖縄県那覇市前島 2-3-4

098-943-6768

◎

地域
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