
SBAA PLUSコロナ感染予防対策講習済ショップリスト
(有)サイクル小野サッポロ
(有)サイクルショップ虻徳
スポーツオーソリティイオンタウン郡山店
ビックカメラ水戸駅店
サイクルベースあさひ水戸笠原店
サイクルショップカントウ
TRAIL LOVERS
松井輪業
CYCLE YOSHIDA 高崎店
サイクルベースあさひ前橋上小出店
リボックス
スポーツオーソリティ太田店
タケダ輪業
サイクルショップTAMAKl
バイクプラスさいたま大宮店
コギー コクーンシティさいたま新都心店
サイクルスポットステラタウン大宮店
(有)芝川サイクル・モータース
セオサイクル南浦和東口店
セオサイクル八潮店
ノムラサイクル
サイクルベースあさひふじみ野店
ブルーグラス所沢
バイシクルセオ上尾イースト店
セオサイクル上尾店
バイシクルセオアリオ蘇我店
セオサイクル五香店
バイシクルセオ船橋ガレージ
バイシクルセオららぽーと店
セオサイクル萩原店
ビックカメラ柏店
セオサイクル浦安店
スポーツオーソリティイオンタウンユーカリが丘店
スポーツオーソリティ木更津店
ワイズロード上野アサゾー店
サイクルスポット湯島店
サイクルスポット千石店
スポーツオーソリティビーンズ赤羽店
サイクルショップアライ
セオサイクル田端店
セオサイクル西新井店
marco自転車タイヤショップ
ジュ－ニソー17バイシクル
サイクルスポット錦糸町店
セオサイクル森下店
サイクルピア・サクライ
セオサイクル船堀店
セオサイクル小岩店
セオサイクル扇橋店
コギーアバンドックららぽーと豊洲店
サイクルスポット大井町店
CROWN CYCLE
ビックカメラビックロ新宿東口店
ワイズロード新宿本館
フレンド商会
サイクルスポット荻窪店
サイクルスポット仲宿店
BePARK
セオサイクル下赤塚店
サイクルスポット練馬店
神金自転車商会
コギートリエ京王調布店
ビックカメラ京王調布店
ビックカメラ立川店
ビックカメラ町田店別館
輪千自転車店
バイクプラス多摩センター店
ワイズロード東大和店
コギー川崎ルフロン店
サイクルスポットイトーヨーカドー川崎店
サイクルスポット元住吉店
サイクランドナカザワ
バイクルームシン
バイシクルセオトレッサ横浜店
ビックカメラ新横浜店
バイクプラス港北N.T
ルナサイクル
スポーツオーソリティアウトドアステージセンター南店
コギーららぽーと横浜店
コギーたまプラーザ店  　　
イトイサイクル
ワイズロード横浜店
コギー金沢文庫店
横浜山田商会
コギー戸塚駅前店
コギー辻堂駅前店
ビックカメラ藤沢店
コギー藤沢店
セオサイクル相模原中央店
サイクルスポット相模大野店
セオサイクル茅ヶ崎店
Cycle Days
ORANGE HEAD
自転車の駅　サガミ
クサマ自転車商会
(有)こばりサイクル
スポーツオーソリティ高岡店
スポーツオーソリティ松任店
タカヤマサイクル
アクタミサイクルセンター
スポーツオーソリティ岐阜マーサ21店
アイ川サイクル
cosy輪店
SWEN三島店
ナカノサイクル
Cyclist Buddy ABC
スポーツオーソリティ浜松志都呂店
自転車屋まるいち丁田店
ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店
ビックカメラ名古屋駅西店
ワタキ商工㈱ニコー製作所
ダイワサイクル天白店
スポーツデポ東浦店
サイクルショップサッサ
スポーツオーソリティ常滑店
スポーツオーソリティアウトドアステージ 長久手店
サイクルベースあさひ一宮店
金森サイクル
Sonny Boy Jitensha
サイクルベースあさひ栗東草津店
ビックカメラJR京都駅店
ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
サイクルショップタケザワ
ダイワサイクル京橋店
(株)ノーエアツーリング
ビックカメラなんば店
(株)タイセー
ダイワサイクル平野加美店
ダイワサイクル門真店
スポーツオーソリティりんくう泉南店
サイクルベースあさひ新金岡店
ロハスサイクルあさひ高石店
サイクルショップ金太郎
ダイワサイクル堺初芝店
トレジャーサイクル学園南店（7月下旬オープン）
Bicycle Store RIDEWORKS
サイクルセンターサンワ
スポーツオーソリティ西宮今津店
サイクルパラダイスムーンテイル
中島商店
高垣自転車店
スポーツオーソリティ姫路リバーシティ店
サイクルライフはりま
キタサイクル
AVANT GARDE 和歌山店
スポーツオーソリティ出雲店
日出男商会
スポーツオーソリティ高松東店
スポーツオーソリティ新居浜店
CYCLEFIX
スポーツオーソリティ今治新都市店
㈱イヌガイバイシクル
スポーツオーソリティ高知店
スポーツオーソリティアウトドアステージ西熊本店
サイクルショップコダマファンキィファラゴ店
サイクルショップコダマ森町バイパス店
スポーツオーソリティパークプレイス大分店
サイクルショップコダマわさだ店
ビックカメラ鹿児島中央駅店
沖縄輪業(株)前島2号館
沖縄輪業(株)南風原店

〒064-0822  札幌市中央区北2条西24丁目1-1 ☎011-621-0501
〒017-0846  大館市常盤木町2-15 ☎0186-42-0848
〒963-8812  郡山市松木町2-88　イオンタウン郡山 1F ☎024-941-7181
〒310-0015  水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・5F ☎029-303-1111
〒310-0852  水戸市笠原町1196-1 ☎029-305-6235
〒320-0804 宇都宮市二荒町5-5 ☎028-637-1521
〒323-0014  小山市喜沢1475-34　水野ハイツ102 ☎0285-25-5232
〒329-4307  栃木市岩舟町静1144-1 ☎0282-55-1780
〒370-0006  高崎市問屋町4-3-2 ☎027-363-8161
〒371-0037  前橋市上小出町3-40-1 ☎027-210-2200
〒372-0817  伊勢崎市連取本町14-10 ☎0270-23-9221
〒373-0808  太田市石原町81　イオンモール太田 1F ☎0276-47-8230
〒376-0005  桐生市三吉町2-3-8 ☎0277-47-0181
〒330-0071  さいたま市浦和区上木崎6-37-16 ☎048-824-2350
〒330-0842  さいたま市大宮区浅間町2-329-2 ☎048-658-0819
〒330-0843  さいたま市大宮区吉敷町4-263-6　コクーン3 1F　 ☎048-658-0581
〒331-0812  さいたま市北区宮原町1-854-1　ステラタウン大宮1F　 ☎048-662-8555
〒332-0017  川口市栄町1-14-11　 ☎048-251-5365
〒336-0017  さいたま市南区南浦和3-9-1　 ☎048-886-0650
〒340-0831  八潮市南後谷5-1　 ☎048-931-6331
〒354-0024  富士見市鶴瀬東1-10-13　 ☎049-251-6147
〒356-0041  ふじみ野市鶴ケ舞3-6-9　 ☎049-256-6241
〒359-1104  所沢市榎町8-11　古川ビル1F　 ☎04-2926-6511
〒362-0036  上尾市宮本町14-17　 ☎048-729-5789
〒362-0074  上尾市春日2-12-4　 ☎048-772-9161
〒260-0835  千葉市中央区川崎町52-7 1F-39　 ☎043-266-9100
〒270-2261  松戸市常盤平5-16-11-1A　 ☎047-311-7880
〒273-0003  船橋市宮本3-6-7　 ☎047-498-9211
〒273-0012  船橋市浜町2-1-1　ららぽーと北館1F　 ☎047-437-2829
〒273-0102  鎌ヶ谷市右京塚8-1　 ☎047-443-1556
〒277-0005  柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏2F-7F　 ☎04-7165-1111
〒279-0004  浦安市猫実2-30-14　 ☎047-352-5859
〒285-0850  佐倉市西ユーカリが丘6-12-3　イオンタウンユーカリが丘 東街区 2F 　 ☎043-460-0525
〒292-0835  木更津市築地1-4　イオンモール木更津1F　 ☎0438-30-7081
〒110-0005  台東区上野3-19-4　 ☎03-3839-7939
〒113-0014  文京区湯島3-34-6　湯島スクウェアビル１F　 ☎03-5817-4925
〒113-0021  文京区本駒込2-29-14　 ☎03-6902-9711
〒115-0045  北区赤羽1-1-1　ビーンズ赤羽 　 ☎03-5939-4940
〒116-0001  荒川区町屋3-1-14　 ☎03-3895-4309
〒116-0012  荒川区東尾久4-27-5-1F　 ☎03-5855-1950
〒123-0845  足立区西新井本町1-17-1　 ☎03-5809-5472
〒123-0864  足立区鹿浜1-13-12-103　 ☎03-5809-5590
〒130-0011  墨田区石原2-17-10　 南雲ビル　 ☎03-3624-3080
〒130-0012  墨田区太平3-11-10　 ☎03-5619-1353
〒130-0025  墨田区千歳3-12-8　 ☎03-6659-3776
〒132-0011  江戸川区瑞江2-4-1　第2フロンティアビル1F　 ☎03-3679-0361
〒132-0033  江戸川区東小松川4-45-10 1F　 ☎03-5661-9755
〒133-0056  江戸川区南小岩8-26-9　 ☎03-3673-7080
〒135-0011  江東区扇橋2-17-2　 ☎03-6458-4097
〒135-8614  江東区豊洲2-4-9　アーバンドックららぽーと豊洲1Ｆ　 ☎03-5859-5306
〒140-0014  品川区大井4-13-17　 ☎03-5709-7950
〒154-0012  世田谷区駒沢4-29-11　ヴェリテ駒沢1F　 ☎03-6453-4101
〒160-0022  新宿区新宿3-29-1　 ☎03-3226-1111 
〒160-0022  新宿区新宿2-19-1　BYGSビルB1F　 ☎03-3350-1288
〒166-0004  杉並区阿佐ヶ谷南1-8-4　 ☎03-3311-8930
〒167-0043  杉並区上荻1-25-1　 ☎03-5347-9175
〒173-0005  板橋区仲宿48-6　 ☎03-6905-2391
〒175-0083  板橋区徳丸1-25-2　 ☎03-5399-5112
〒175-0092  板橋区赤塚2-7-6-105　 ☎03-6904-1017
〒176-0012  練馬区豊玉北5-15-1　 ☎03-5946-5333
〒182-0007  調布市菊野台1-20-5　 ☎042-483-7531
〒182-0026  調布市小島町2-61-1トリエ京王調布C館1F　 ☎042-444-0377
〒182-0026  調布市小島町2-48-6　トリエ京王調布 B館 1-4F　 ☎042-444-1111
〒190-0012  立川市曙町2-12-2　 ☎042-548-1111
〒194-0013  町田市原町田6-7-8　Tip's町田 1F・2F　 ☎042-710-1111
〒198-0051  青梅市友田町2-677　 ☎0428-22-0644
〒206-0034  多摩市鶴牧2-9-15　サンハイムタチバナC 1F　 ☎042-311-2818
〒207-0033  東大和市芋窪5-1137-1　 ☎042-516-9455
〒210-0024  川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン5Ｆ　 ☎044-245-5515
〒210-0843  川崎市川崎区小田栄2-2-1　イトーヨーカドー川崎店1F　 ☎044-333-7725
〒211-0025  川崎市中原区木月3-8-21　 ☎044-431-3556
〒212-0012  川崎市幸区中幸町3-13　 ☎044-555-0732
〒213-0002  川崎市高津区二子1-10-13 木村ビル1F　 ☎044-814-2933
〒222-0002  横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟1F　 ☎045-534-2394
〒222-0033  横浜市港北区新横浜2-100-45 　 ☎045-478-1111 
〒224-0003  横浜市都筑区中川中央1-38-1　プレヤデス2000 1F　 ☎045-914-5906
〒224-0021  横浜市都筑区北山田1-12-14 1F　 ☎045-263-6342
〒224-0032  横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1　コーナン港北センター南モール2F 　 ☎045-949-5461
〒224-0053  横浜市都筑区池辺町4035-1　ららぽーと横浜1F ☎045-414-1813
〒225-0002  横浜市青葉区美しが丘2-14-8　フェリスたまプラーザ1Ｆ　 ☎045-901-8055
〒228-0803  相模原市相模大野3-18-12　 ☎042-746-4581
〒231-0001  横浜市中区新港2-2-1　横浜ワールドポーターズ6F　 ☎045-263-6342
〒236-0042  横浜市金沢区釡利谷東2-4-1　 ☎045-782-3717
〒236-0053  横浜市金沢区能見台通21-19　 ☎045-782-4740
〒244-0002  横浜市戸塚区矢部町3001-1 Aves1F　 ☎045-410-8271
〒251-0047  藤沢市辻堂1-2-2　リストレジデンス辻堂タワー1Ｆ　 ☎0466-54-9551
〒251-0052  藤沢市藤沢559　 ☎0466-29-1111
〒251-0054  藤沢市朝日町11-2　大道東ビル1F　 ☎0466-28-3020
〒252-0242  相模原市中央区横山3-31-1　 ☎042-707-9710
〒252-0303  相模原市南区相模大野3-1-33　 ☎042-701-0682
〒253-0053  茅ヶ崎市東海岸北1-6-14　 ☎0467-50-0872
〒256-0812  小田原市国府津3-14-3　和田ビル101　 ☎070-3138-3196
〒257-0003  秦野市南矢名1889-11　 ☎0463-63-3300
〒950-0005  新潟市東区太平4-8-35　 ☎025-275-3369
〒950-0872  新潟市東区牡丹山3-11-10　 ☎025-274-6006
〒950-2014  新潟市西区小針西1-13-24　 ☎025-233-3725
〒933-0813  高岡市下伏間江383　イオンモール高岡 東館1F　 ☎0766-27-2485
〒924-0841  白山市平松町102-1　イオン松任 1F　 ☎076-274-9635
〒394-0083  岡谷市長地柴宮2-15-6　 ☎0266-27-7272
〒501-3113  岐阜市北山1-12-14　 ☎058-243-2880
〒502-0882  岐阜市正木中1-2-1　MASA21 別館 1F　 ☎058-296-5931
〒502-0909  岐阜市白菊町6-41　 ☎058-294-1651
〒506-0035  高山市新宮町1832-3　 ☎0577-77-9400
〒411-0902  駿東郡清水町玉川24-1　 ☎055-981-8520
〒432-8002  浜松市中区富塚町1883-1　 ☎053-472-1431
〒432-8011  浜松市中区城北1-7-14　美杉ビル1F　 ☎053-581-7376
〒432-8069  浜松市西区志都呂2-37-1　イオンモール浜松志都呂 2F 　 ☎053-415-2021
〒445-0891  西尾市丁田町杢左10-1　 ☎0563-55-3939
〒450-6610  名古屋市中村区名駅1-1-3　名古屋JRゲートタワー 9-10F　 ☎052-569-1111
〒453-0015  名古屋市中村区椿町6-9　 ☎052-459-1111
〒462-0059  名古屋市北区駒止町1-116　 ☎052-981-0170
〒468-0055  名古屋市天白区池場5-201　 ☎052-800-4568
〒470-2102  知多郡東浦町大字緒川字北新田8-1　 ☎0562-84-4401
〒470-2311  知多郡武豊町字石川1-22　 ☎0569-72-8680
〒479-0882  常滑市りんくう町2-20-3　イオンモール常滑 2F　 ☎0569-36-1560
〒480-1100  長久手市長久手中央 土地区画整理事業地内5・10・11街区　ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手 3F ☎0561-64-5270
〒491-0028  一宮市朝日2-2-8　 ☎0586-26-4125
〒511-0836  桑名市大字江場1550　 ☎0594-22-3446
〒513-0833  鈴鹿市庄野共進2-6-1　 ☎059-392-8122
〒520-3023  栗東市坊袋250-3　 ☎077-551-3460 
〒600-8216  京都市下京区東塩小路町927　 ☎075-353-1111
〒530-0011 大阪市北区大深町1-1 ☎06-4802-1010
〒532-0002  大阪市淀川区東三国4-24-9　 ☎06-6392-8918
〒534-0024  大阪市都島区東野田町1-19-6　マイン京橋 1 , 2F　 ☎06-6355-0008
〒538-0051  大阪市鶴見区諸口3-1-70　 ☎06-6913-1377
〒542-0074  大阪市中央区千日前2-10-1　 ☎06-6634-1111
〒546-0041  大阪市東住吉区桑津3-13-18　 ☎06-6719-0311
〒547-0002  大阪市平野区加美東4-15-11　 ☎072-230-2388
〒571-0002  門真市岸和田1-1-17　 ☎072-887-1888
〒590-0535  泉南市りんくう南浜3-12　イオンモールりんくう泉南 1F　 ☎072-480-4530
〒591-8004  堺市北区蔵前町2-16-43　 ☎072-240-2590
〒592-0012  高石市西取石6-6　 ☎072-267-1287
〒592-8334  堺市西区浜寺石津町中4丁10-18　 ☎072-280-3678
〒599-8114  堺市東区日置荘西町1-18-11　 ☎072-288-1288
〒655-0008  神戸市垂水区小束台868-1038　 ☎078-786-3196
〒658-0016  神戸市東灘区本山中町2-1-32　 ☎078-806-8639
〒660-0881  尼崎市昭和通8-285　 ☎06-6412-3802
〒663-8226  西宮市今津港町1-26　コーナン西宮今津店 2F 　 ☎0798-38-1670
〒665-0061  宝塚市仁川北2-3-12　 ☎0798-54-9330
〒669-5322  豊岡市日高町府市場550-1　 ☎0796-42-0220
〒669-6941  美方郡新温泉町千原632-1　 ☎0796-93-0651
〒672-8064  姫路市飾磨区細江2614　イオンモール姫路リバーシティー隣　 ☎079-233-7180
〒675-0132  加古川市別府町宮田町54　栄光ビル103号　 ☎079-490-3650
〒639-1134  大和郡山市柳町79-4　 ☎0743-55-5925
〒641-0012  和歌山市紀三井寺742-18　 ☎073-460-1391
〒693-0004  出雲市渡橋町1066　イオンモール出雲 2F　 ☎0853-24-8035
〒759-4106  長門市仙崎843-1　 ☎0837-26-0955
〒760-0066  高松市福岡町3-8-5　イオン高松東店 3F 　 ☎087-811-3611
〒792-0007  新居浜市前田町8-8　イオンモール新居浜 1F 　 ☎0897-31-0780
〒794-0054  今治市北日吉町1-8-21　 ☎0898-52-8208
〒794-0068  今治市にぎわい広場1-1　イオンモール今治新都市 1F 　 ☎0898-23-5130
〒798-0015  宇和島市和霊元町1-3-5　 ☎0895-22-2269
〒780-0026  高知市秦南町1-4-8　イオンモール高知 1F　 ☎088-826-7630
〒861-4132  熊本市南区上ノ郷2-16-1　イオンタウン西熊本 A街区 1F 　 ☎096-312-3711
〒870-0021  大分市府内町1-6-21　山王ファーストビル1F　 ☎097-532-0959 
〒870-0128  大分市森字簾438-1　 ☎ 097-524-0500
〒870-0174  大分市公園通り西2-1　パークプレイス大分 2F　 ☎097-528-7667
〒870-1151  大分市大字市1187　 ☎097-588-8180
〒890-0053  鹿児島市中央町1-1　 ☎099-814-1111
〒900-0016  那覇市前島2-10-3　 ☎098-943-6768
〒901-1111  南風原町兼城517-3　　 ☎098-888-0064

【新潟県】

【富山県】
【石川県】
【長野県】
【岐阜県】

【静岡県】

【愛知県】

【三重県】

【滋賀県】
【京都府】
【大阪府】

【兵庫県】

【奈良県】

【島根県】
【山口県】
【香川県】
【愛媛県】

【高知県】
【熊本県】
【大分県】

【沖縄県】

【和歌山県】

【鹿児島県】

【北海道】

【神奈川県】

【茨城県】

【栃木県】

【群馬県】

【埼玉県】

【千葉県】

【東京都】

【秋田県】
【福島県】


