
番　号 店　　舗　　名 所　　　在　　　地 連 絡 先 地区安協

1 ホームセンターダイキ　三島店 四国中央市寒川町４２６－１ 0896-24-0483 宇　摩

2 イオン　川之江店 四国中央市妻鳥町字樋ノ上１７９５－１ 0896-59-1600 宇　摩

3 竹崎自転車店 四国中央市川之江町１５９４－１ 0896-56-4427 宇　摩

4 コモダ自転車店 四国中央市川之江町８０６－３ 0896-56-3877 宇　摩

5 近藤自転車商会 四国中央市土居町中村９８６－７ 0896-74-2303 宇　摩

6 戸田サイクル 四国中央市土居町土居３８－４ 0896-74-2625 宇　摩

7 宇野商会 四国中央市土居町土居７６３－２ 0896-74-2449 宇　摩

8 ｻｲｸﾙﾞﾍｰｽあさひ　新居浜店 新居浜市一宮町１－１４－１ 0897-65-1088 新居浜

9 今井自転車商会 新居浜市一宮町２－２－３８ 0897-33-4500 新居浜

10 続木商会 新居浜市河内町１４－３３ 0897-32-3815 新居浜

11 大森自転車　江口店 新居浜市江口町１－５２ 0897-33-7801 新居浜

12 篠原サイクル商会 新居浜市若水町１－３－１ 0897-34-6053 新居浜

13 西口自転車店 新居浜市松原町３－３５ 0897-41-6748 新居浜

14 藤田自転車店 新居浜市上泉町９－３５ 0897-41-5221 新居浜

15 ＯＮ＆ＯＦＦわたなべ 新居浜市新田町２－３－３ 0897-32-5244 新居浜

16 ホームセンターダイキ　one新居浜店 新居浜市瀬戸町甲４１０１ 0897-40-1760 新居浜

17 酒井自転車店 新居浜市西ノ土居町１ －４－３３ 0897-37-1615 新居浜

18 ホームセンターダイキ　新居浜西店 新居浜市西ノ土居町１ －７－２ 0897-31-2010 新居浜

19 ＹＯＵ　ＳＨＯＰまなべ 新居浜市西蓮寺町１－７－１３ 0897-41-7557 新居浜

20 イオン　新居浜店 新居浜市前田町８－８ 0897-31-0600 新居浜

21 越智オート商会 新居浜市多喜浜５－１０－２８ 0897-45-0110 新居浜

22 あきやまサイクル 新居浜市中村２－３－５５ 0897-41-6043 新居浜

23 永易自転車店 新居浜市田の上２－１２－２６ 0897-45-1111 新居浜

24 塩出自転車商会 西条市永見丙６１４ 0897-57-9918 西　条

25 バイシクルショップウインズ 西条市喜多川８０８－１ 0897-55-0410 西　条

26 ㈲宮崎商会 西条市朔日市１３－３ 0897-55-2819 西　条

27 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　西条店 西条市朔日市７９６－１ 0897-58-2050 西　条

28 サイクルハウス イトウ 西条市大町１５０７ 0897-56-6085 西　条

29 小野商会 西条市大町６８１ 0897-56-8880 西　条

30 福田商会 西条市大町７０８－４ 0897-56-6060 西　条

31 サイクルマート 西条市飯岡２１５６－１ 0897-53-6497 西　条

32 加藤善一商会 西条市氷見乙１１１７－２ 0897-57-9310 西　条

33 栄輪舎　Yardie-D 西条市氷見乙１７８９ 0897-57-9501 西　条

34 能智商会 西条市氷見丙１１９０－２ 0897-57-9304 西　条

35 ハギハラ自転車商会 西条市明屋敷５７ 0897-55-3214 西　条

36 Ｂ-ｓｈｏｐ-ＯＣＨ Ｉ 西条市明屋敷７６ 0897-55-2048 西　条

37 日野自転車店 西条市吉田３４４ 0898-68-7423 西条西

38 ｻｲｸﾙﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟサイキ 西条市国安１９３ 0898-66-5165 西条西

39 丹下自転車商会 西条市三津屋１０４－３ 0898-64-2203 西条西

40 N’s　Factory 西条市周布６３１－８ 0898-64-4759 西条西

41 ホームセンターダイキ　周桑店 西条市周布７５０－１ 0898-68-3100 西条西

42 加藤オートサイクル商会 西条市小松町新屋敷甲４７１－１ 0898-72-2507 西条西

43 毛利自転車商会 西条市新町３５９－３ 0898-66-4815 西条西

44 西山自転車店 西条市壬生川４０３－１ 0898-64-2789 西条西

45 サイクル＆バイクたけかた 西条市石田１９７ 0898-64-3039 西条西

46 今井サイクル店 西条市丹原町今井４１２ 0898-68-7251 西条西

47 サイクルショップ福田 西条市丹原町丹原１５９ 0898-68-7612 西条西

48 曽我部自転車 西条市丹原町長野１１３１－１ 0898-68-5203 西条西

49 ホリエサイクル 西条小松町新屋敷甲２０７９ 0898-72-3034 西条西

50 大河内自転車商会 今治市阿方甲４２３ 0898-22-6208 今　治
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51 わたなべサイクル 今治市旭町２－１－６ 0898-22-2728 今　治

52 玉井サイクル 今治市旭町４－４－５ 0898-22-6514 今　治

53 正岡サイクル 今治市栄町４－４－６ 0898-31-0146 今　治

54 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　喜田村店 今治市喜田村３－２－１ 0898-47-5010 今　治

55 森田タイヤ自転車店 今治市菊間町浜１０５４ 0898-54-2182 今　治

56 菊間オート商会 今治市菊間町浜６２８ 0898-54-2295 今　治

57 麻生自転車商会 今治市宮ケ崎甲５１６－３ 0898-48-2590 今　治

58 日浅自転車 今治市広紹寺町２－３－４ 0898-35-4739 今　治

59 曽我部自転車店 今治市桜井２－４－７ 0898-48-0327 今　治

60 ホームセンターダイキ　今治店 今治市小泉３－２－８ 0898-31-5688 今　治

61 永井双輪 今治市松木１６５－１ 0898-48-3430 今　治

62 サイクルショップ門田 今治市常盤町７－４－７ 0898-23-0806 今　治

63 サイクルショップ ワタナベ 今治市新谷甲１３３４－１ 0898-48-2422 今　治

64 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　近見店 今治市大新田５－４－４５ 0898-25-2345 今　治

65 木村自転車店 今治市大西町九王甲２０７０－２ 0898-53-2179 今　治

66 ＳＯＧＡオートサイクル 今治市大西町新町甲４９９－１ 0898-53-3255 今　治

67 ㈲清水商会 今治市大西町脇甲１０１７－１ 0898-53-2225 今　治

68 イクシマサイクル 今治市地堀１－３－８ 0898-41-9132 今　治

69 唐子サイクル 今治市唐子台東１－１０－１０ 0898-48-7478 今　治

70 オートショップ大豊 今治市東村南１－５－３０ 0898-47-2808 今　治

71 長谷部サイクル 今治市波方町波方甲１９３２－５ 0898-41-7804 今　治

72 波方サイクル 今治市波方町樋口甲１３７１－１０ 0898-41-6755 今　治

73 イオン　今治店 今治市馬越町４－８－１ 0898-25-3131 今　治

74 月原サイクル 今治市別宮町８－３－４８ 0898-23-3250 今　治

75 ｻｲｸﾙﾞﾍｰｽあさひ　今治店 今治市北高下町１－１－２８ 0898-22-2701 今　治

76 井上自転車商会 今治市北宝来町３－３－３２ 0898-23-1153 今　治

77 青野サイクル 今治市本町５－４－２０ 0898-22-4074 今　治

78 黒瀬モータース 越智郡上島町岩城１４３８ 0897-75-2078 伯　方

79 宮脇自転車店 越智郡上島町岩城１４４５ 0897-75-2041 伯　方

80 林自転車商会 越智郡上島町弓削下弓削１９６ 0897-77-2147 伯　方

81 上島モータース 越智郡上島町弓削明神３１３ 0897-77-2123 伯　方

82 愛広商会 越智郡上島町生名１８８９ 0897-76-3058 伯　方

83 ㈲赤宗商会 今治市上浦町井口５５８９ 0897-87-2170 伯　方

84 井上モータース 今治市上浦町瀬戸２７９ 0897-87-2328 伯　方

85 越智モータース 今治市上浦町盛１３１７ 0897-87-4043 伯　方

86 相原自転車商会 今治市大三島町宮浦５４０９ 0897-82-0230 伯　方

87 並川モータース 今治市大三島町肥海３５７６ 0897-82-0218 伯　方

88 市川自転車店 今治市大三島町野々江２４８７－１ 0897-83-0233 伯　方

89 野間自転車店 今治市伯方町北浦甲１４７４－３ 0897-73-0736 伯　方

90 赤瀬自転車店 今治市伯方町木浦甲１５６０－３ 0897-72-0523 伯　方

91 サイクルショップにしはら 松山市衣山１－２３６－１９ 089-925-0191 松山東

92 近藤自転車店 松山市衣山３－１－１７ 089-922-6724 松山東

93 ＴＡＭＡＩ 松山市一番町１－１４－９ 089-921-4205 松山東

94 杉原自転車 松山市一番町１－３－１ 089-931-7813 松山東

95 二神サイクル 松山市河原町７－９ 089-921-7796 松山東

96 香川自転車商会 松山市萱町１－３－９ 089-941-2955 松山東

97 ㈲ｻｲｸﾘﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟウメザワ 松山市岩崎町２－６－３０ 089-943-6491 松山東

98 サイクルショップフジ 松山市宮西１－５－６ 089-922-8111 松山東

99 しのはらサイクル 松山市桑原２－２－２４ 089-943-8044 松山東

100 岡崎自転車商会 松山市高砂町３－２－１５ 089-925-1709 松山東

101 ㈲仙波自転車商会 松山市山越４－４－３９ 089-924-4923 松山東

102 スラブサイクルセンター枝松店 松山市枝松４－３－２７ 089-941-8669 松山東

103 ヒロサイクル 松山市小栗５－５－１５ 089-945-4473 松山東

104 ㈲鈴元自転車商会 松山市新立町３－１６ 089-921-2749 松山東



105 スラブサイクルセンター　フライブルク店 松山市生石町６７０－１ 089-931-4427 松山東

106 髙木自転車商会 松山市大手町２－３－２７ 089-921-4647 松山東

107 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ竹原店 松山市竹原３－２０－１８ 0899-46-0555 松山東

108 今岡サイクル 松山市竹原３－９－１１ 089-931-2463 松山東

109 丸十商会 松山市土居田町６５６－１ 089-971-8871 松山東

110 田村自転車店 松山市土橋町１７－６ 089-921-6432 松山東

111 ㈲渡部サイクル 松山市道後一万３－２１ 089-924-3860 松山東

112 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　EX美沢 松山市美沢１－９－３３ 089-926-1222 松山東

113 愛媛サイクルセンター 松山市姫原３－３－２０ 089-924-8782 松山東

114 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　平田店 松山市平田町１４３７ 089-994-6300 松山東

115 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ　松山平和通店 松山市平和通２－６－１２ 089-917-6211 松山東

116 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　城北店 松山市平和通４－１－２ 089-933-9222 松山東

117 山本自転車店 松山市北持田町５３ 089-931-5754 松山東

118 GOショップ 松山市北藤原町１４－１１ 089-993-5953 松山東

119 新谷商会 松山市北藤原町１５－１０ 089-934-4081 松山東

120 ㈲杉山輪業 松山市本町５－６－２ 089-925-4679 松山東

121 Ｋサイクルショップ 松山市末広町１７－１２ 089-945-8223 松山東

122 ムラカミサイクル 松山市味酒町３－２－５ 089-946-2770 松山東

123 塩﨑自転車店 松山市湊町２－１－１ 089-921-1850 松山東

124 サイクルショップおおなか 松山市湊町３－３－１ 0899-45-2711 松山東

125 森自転車商会 松山市木屋町３－９－１０ 089-924-2566 松山東

126 渡辺サイクル 松山市余戸中１－７－１７ 089-971-7415 松山東

127 西村自転車店 松山市余戸中６－１－１１ 089-971-6910 松山東

128 サイクルショップ尾池 松山市立花１ －２－４４ 0899-35-4318 松山東

129 サイクルズ＆ワークスしみず 松山市立花１－７－２０ 089-931-6672 松山東

130 渡辺自転車店 松山市立花３－１－１０ 089-931-8035 松山東

131 幸楽オートサイクル商会 松山市安城寺町２０６ 089-925-4686 松山西

132 なかすかサイクル 松山市河野中須賀２７８－１６ 089-993-1160 松山西

133 清水商会 松山市河野別府１０４６－３ 089-993-1638 松山西

134 バイク＆サイクルトヨタ 松山市久保５３ 089-994-0720 松山西

135 自転車修理工作所バイシクル 松山市久万ノ台５３１ －４ 089-925-8501 松山西

136 ㈲杉山自転車商会 松山市古三津２－１７－２８ 089-951-0392 松山西

137 サイクル サワムラ 松山市高岡町６０７－１ 089-972-0389 松山西

138 ビッグウェーブ　松山店 松山市高岡町８６－１ 089-972-0247 松山西

139 井上自転車店 松山市高浜町１－１４２９ 089-951-2275 松山西

140 山田輪店 松山市才之原甲５２３－８ 089-996-0057 松山西

141 ㈲武智自転車商会 松山市住吉１－２－３ 089-951-0376 松山西

142 ㈲中川商会 松山市神田町４－１３ 089-951-1030 松山西

143 ウゴモリ自転車店 松山市西垣生町１２２２ 089-972-0231 松山西

144 松木サイクル 松山市西垣生町１３５７－２ 089-973-0238 松山西

145 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　垣生店 松山市西垣生町２３４ 089-965-1718 松山西

146 自転車工房あさおか 松山市西長戸町３３１ －８ 089-923-5308 松山西

147 ㈲井戸モータース 松山市浅海本谷甲３５５－１１ 089-995-0642 松山西

148 サイクルショップオオニシ 松山市東長戸１－１０－２８ 089-922-1733 松山西

149 矢野サイクルショップ 松山市内宮町甲１９ 089-978-0150 松山西

150 じてんしゃのお店しんちゃんズ 松山市南斎院町９７７ 089-973-6503 松山西

151 松澤自転車商会 松山市富久町２９４－１ 089-971-0218 松山西

152 サイクルメイトムラコシ 松山市別府町４５６－１２ 089-952-5434 松山西

153 中矢サイクル 松山市北吉田町１０６４ 089-972-1334 松山西

154 サイクルショップすずき 松山市北斎院町３７５－３ 089-952-9353 松山西

155 久保自転車商会 松山市北斎院町４３－３ 089-971-2454 松山西

156 サイクル・バイクｼｮｯﾌﾟ２＆４ 松山市北斎院町９７７－６ 089-971-1584 松山西

157 矢野サイクル 松山市北条辻２４８ 089-992-0591 松山西

158 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　北条店 松山市北条辻４１０ 089-960-2010 松山西



159 サイクルショップタムラ 松山市堀江町甲１５２５ 089-978-0177 松山西

160 サイクルショップ矢野 松山市祓川２－１３－１２ 089-952-3300 松山西

161 サイクルショップかどた 伊予郡砥部町高尾田７０ 089-956-0511 松山南

162 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ砥部店 伊予郡砥部町拾町２０ 089-958-9000 松山南

163 とべサイクル 伊予郡砥部町千足２０－８ 089-962-2478 松山南

164 中村自転車店 伊予郡砥部町大南２００ 089-962-2130 松山南

165 菅オート販売 松山市久谷町甲９２－２ 089-963-1069 松山南

166 梶野自転車商会 松山市久米窪田町６７５－７ 089-976-5596 松山南

167 山内サイクル 松山市居相４－８－２７ 089-957-6797 松山南

168 大上商店 松山市恵原町甲８１６－２ 089-963-0014 松山南

169 サイクルハウス ウェスタン 松山市古川西２－２－６ 089-957-6407 松山南

170 サイクルＳＳサカグチ 松山市古川北３－１５－８ 089-956-3422 松山南

171 交通サイクル進輪 松山市小村町３２７－４ 089-963-0521 松山南

172 高知屋自転車商会 松山市森松町４６１－１ 089-956-0117 松山南

173 福本サイクル平井 松山市水泥町９６８－４ 089-975-4216 松山南

174 サイクルショップ倉橋 松山市西石井２－２－３２ 089-956-1336 松山南

175 イオンバイク　松山店 松山市朝生田町１－１－２ 089-943-6330 松山南

176 ホームセンターダイキ　ナーサリー朝生田
店

松山市朝生田町６－２－３８ 089-933-7333 松山南

177 ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ　松山天山店 松山市天山２－６－１６ 089-986-8680 松山南

178 ㈲上野サイクル 松山市東石井５－８－１ 089-956-3256 松山南

179 サイクルショップ福本 松山市南久米町６６５－４２ 089-975-0528 松山南

180 オートサイクルKOU 松山市南梅本町甲１１３－１ 089-975-2726 松山南

181 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　福音寺店 松山市福音寺町５５－１ 089-975-3113 松山南

182 スラブサイクルセンター椿店 松山市北土居町５－８－６３ 089-957-7787 松山南

183 スラブｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　久米店 松山市来住町１２９７－３ 089-956-0711 松山南

184 ㈲上野勝自転車店 松山市和泉南２－１２－１５ 089-957-4558 松山南

185 山一輪業 東温市田窪２０３７ 089-955-2288 松山南

186 中島モータース 東温市南方２９９６－２ 089-966-2132 松山南

187 渡部自転車店 東温市南方６００－１ 089-966-2264 松山南

188 サイクルショップタカスカ 東温市南方６２０ 089-966-2713 松山南

189 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　EX重信店 東温市野田３－２－５ 089-990-7377 松山南

190 久万サイクルセンター 上浮穴郡久万高原町久万１５３－１３ 0892-21-0260 久万高原

191 バイクショップイカイ 伊予郡松前町出作１８６－１ 089-984-6838 伊　予

192 池内清自転車店 伊予郡松前町神崎２０５－６ 089-984-2327 伊　予

193 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　EX松前店 伊予郡松前町東古泉６７０－１ 089-994-6070 伊　予

194 ㈲オートサイクル谷口 伊予郡松前町筒井４４５－３ 089-984-2324 伊　予

195 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　伊予店 伊予市下吾川１０４２－１ 089-983-2321 伊　予

196 横山自転車店 伊予市下吾川１６１７－２ 089-982-2060 伊　予

197 サイクルスポットいのうえ 伊予市下吾川８４０－８ 089-982-0787 伊　予

198 オガサワラサイクル 伊予市上三谷２８５５ 089-982-4753 伊　予

199 イナダ農機 伊予市双海町上灘甲５３４８－９ 089-986-0054 伊　予

200 もりうちサイクル 伊予市灘町３４７－２ 089-982-3941 伊　予

201 サイクルショップオガサワラ 伊予市尾崎一番地 089-982-0512 伊　予

202 サイクランドオカモト 伊予市米湊５２９－１ 089-983-5758 伊　予

203 ㈲サイクル・オート二宮 大洲市若宮５９６ 0893-24-3654 大　洲

204 岡西自転車店 大洲市若宮町７６９－２ 0893-24-2226 大　洲

205 森本のりものセンター 大洲市常磐町７８ 089-324-3570 大　洲

206 サイクルショップテラオカ 大洲市長浜甲２６５ 0893-52-0377 大　洲

207 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　大洲店 大洲市東大洲１７４ 0893-23-4555 大　洲

208 竹内自転車商会 大洲市徳森２２４５－２４ 089-325-2523 大　洲

209 久保自転車店 喜多郡内子町五十崎９０８ 0893-44-2058 内　子

210 福岡車輌 喜多郡内子町寺村１９９０ 0892-52-2108 内　子

211 叶屋自転車店 喜多郡内子町内子１９０７ 0893-44-2324 内　子

212 ㈱ウエダオート二輪部 喜多郡内子町内子２２０９ 0893-44-2832 内　子



213 西森自転車店 喜多郡内子町内子２５２５ 0893-44-2237 内　子

214 宮脇商会 喜多郡内子町平岡甲６３－１ 0893-44-4135 内　子

215 中村自転車店 西宇和郡伊方町九町１－５３４－５ 0894-39-1616 八幡浜

216 兵頭サイクル商会 西宇和郡伊方町湊浦１９８８－５ 0894-38-0424 八幡浜

217 富田商会 八幡浜市古町１－５－１２ 0894-24-1500 八幡浜

218 ホームセンターダイキ　八幡浜店 八幡浜市大字松柏甲８５０ 0894-24-7151 八幡浜

219 小山自転車商会 八幡浜市南大黒町１５２６ 0894-23-2550 八幡浜

220 ㈲柴田商会 八幡浜市南大黒町１５２６－７ 0894-22-1227 八幡浜

221 サイクルショップにのみや 八幡浜市保内町宮内１－３３１－３ 0894-36-2244 八幡浜

222 二重自転車店 八幡浜市保内町宮内１－３４２－１ 0894-36-0229 八幡浜

223 兵頭サイクル 八幡浜市保内町川之石１－８０－１ 0894-36-0365 八幡浜

224 三好自転車店 八幡浜市北浜１－６－３ 0894-24-1344 八幡浜

225 水口屋商店 西予市宇和町卯之町３－１５０ 0894-62-0031 西　予

226 サイクルショップ山西 西予市宇和町卯之町４－２４１ 0894-62-0410 西　予

227 ホームセンターダイキ　宇和店 西予市宇和町卯之町４－５１８－３ 0894-62-7671 西　予

228 三好商会 西予市三瓶町朝立７－２８５ 0894-33-0136 西　予

229 佐々木自転車店 西予市三瓶町二及２－６８４－１５ 0894-33-0412 西　予

230 兵頭自転車電器店 西予市城川町魚成３６３１ 0894-82-0027 西　予

231 兵頭自転車店 西予市城川町魚成７０３６ 0894-82-0637 西　予

232 りんりん 西予市明浜町俵津３－１７６－２ 0894-65-0751 西　予

233 いせきサイクル 西予市野村町野村１２－２５０－２ 0894-72-1173 西　予

234 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰダイキ　宇和島北店 宇和島市伊吹町１２６３ 0895-24-2333 宇和島

235 土居自転車商会 宇和島市栄町港３－２－１６ 0895-22-2576 宇和島

236 宇和島輪業 宇和島市丸之内２－５－３ 0895-22-4638 宇和島

237 シバサイクル 宇和島市丸之内４－１－９ 0895-23-0823 宇和島

238 島原サイクル 宇和島市吉田町魚棚５２ 0895-52-0302 宇和島

239 田中自転車商会 宇和島市吉田町東小路甲１２４ 0895-52-0485 宇和島

240 赤松自転車店 宇和島市吉田町法花津７－３８０－１ 0895-52-3711 宇和島

241 西本自転車商会 宇和島市吉田町本町７５ 0895-52-0175 宇和島

242 銭形商会 宇和島市新田町３－１－４ 0895-22-5182 宇和島

243 清家自転車商会 宇和島市川内甲１０７７－１１ 0895-22-8971 宇和島

244 加賀自転車店 宇和島市泉町４－２－３７ 0895-22-6464 宇和島

245 玉田自転車商会 宇和島市中沢町２－１－１ 0895-23-0610 宇和島

246 サイクルショップにしむら 宇和島市津島町岩松８２８－２ 0895-32-2123 宇和島

247 山泉自転車商会 宇和島市津島町岩松甲１２７７－１６ 0895-32-2439 宇和島

248 和田商店 宇和島市津島町北灘甲２２２４－２ 0895-32-3318 宇和島

249 ホームセンターダイキ　宇和島南店 宇和島市保田字宮ノ段甲６７８ 0895-20-3360 宇和島

250 サイクルショップオオツカ 宇和島市桝形町２－４－１３ 0895-22-2984 宇和島

251 犬飼自転車商会 宇和島市和霊元町１－３－５ 0895-22-2269 宇和島

252 サイクルショップおかもと 北宇和郡鬼北町近永９５２ 0895-45-0028 鬼　北

253 伊井自転車商会 南宇和郡愛南町家串１０３５ 0895-85-0679 南宇和

254 池田自転車商会 南宇和郡愛南町御荘平城１０５ 0895-72-0312 南宇和

255 梶田自転車商店 南宇和郡愛南町御荘平城２９８１ 0895-72-0724 南宇和

256 ホームセンターダイキ　南宇和店 南宇和郡愛南町城辺乙３５２－１ 0895-73-2111 南宇和

257 サイクルショップあさひ 南宇和郡愛南町城辺甲２２８６－１ 0895-72-0635 南宇和

258 小八木モータース 南宇和郡愛南町城辺甲２６２３－２ 0895-72-0857 南宇和

２　５　８　店 舗合　　　　　　　　計


