
理事長　森 祥一

【販売協力店（非加盟店）】
No. 店舗名 No. 店舗名 No. 店舗名

1 元吉サイクル 高知市 日ノ出町6-22 42 野村モータース 香南市 野市町西野1992-7 1 たけむらサイクル 高知市 塚ノ原75-3

2 タカスサイクル 高知市 高須3-15-7 43 坂本サイクル 香美市 土佐山田町西本町2-2-22 2 小高坂スポーツサイクル 高知市 新屋敷1-10-4

3 久川商店 高知市 大津乙920-1 44 サイクルショップさかもと 香美市 土佐山田町西本町5-4-6 3 ジャイアントストア高知店 高知市 稲荷町7番25

4 佐々木ホンダ販売 高知市 南宝永町18-12 45 平川モータース 香美市 土佐山田町百石町1-5-34 4 サイクルハウスGET 高知市 上町5丁目2-1

5 フジハラサイクル 高知市 幸町6-4 46 明石モータース 香美市 香北町美良布2672 5 自転車タンク高知 高知市 高須新町2丁目1-48

6 鍵山商会 高知市 相生町4-11 47 サイクル＆バイクサロンフルカワ香美市 土佐山田町神母木358-1 6 サイクルいちかわ天神店 高知市 天神町15-10

7 高知輪業花虫商会 高知市 追手筋1-9-14 48 村山自転車店 南国市 立田837 7 ＹＯＵＳＹＯＰ ヨシダ 高知市 十津3-6-34

8 福永自転車店 高知市 与力町3-6 49 竹村モータース 南国市 里改田155-2 8 サイクルショップ ミサト 高知市 仁井田4238-5

9 細木商会 高知市 桟橋通3-25-26 50 川島サイクル，モーター 南国市 大そね甲1698 9 川上自転車店 高岡郡 四万十町茂串町1-9

10 オカムラサイクルショップ 高知市 北竹島町2-10 51 岡田サイクル 南国市 大そね甲1502-5 10 西村モータース 高岡郡 四万十町北琴平町2-5

11 大西商会 高知市 役知町13-12 52 サイクルショップいしかわ 南国市 大そね甲1625-5 11 ホームセンターマルニ 朝倉店 高知市 朝倉東町50-11

12 森沢自転車店 高知市 横浜東町2-27 53 にしやまサイクル 南国市 緑ヶ丘1-1719 12 ホームセンターマルニ 旭店 高知市 西塚ノ原30

13 瀬戸ホンダ高橋商会 高知市 瀬戸1-6-38 54 岩原モータース 南国市 左右山221-5 13 ホームセンターマルニ 高須店 高知市 高須2-15-21

14 浜田自転車店 高知市 鏡川町73-1 55 なべしま自転車店 高知市 介良乙2375 14 ホームセンターマルニ 十津店 高知市 十津2-13-5

15 本山サイクル 高知市 本町4-2-39 56 沢田自転車店 南国市 稲生1324 15 ホームセンターマルニ 山田店 香美市 土佐山田町栄町185

16 久保田自転車店 高知市 本町5-1-3 57 サイクルスペース南国 南国市 後免町4丁目5-8 16 ホームセンターマルニ 安芸店 安芸市 矢ノ丸4-54-1

17 城北サイクル 高知市 南万々18 58 大和自転車店 長岡郡 本山町吉野424 17 ホームセンターマルニ 田野店 安芸郡 田野町1388-1

18 和田自転車店 高知市 入明町6-15 59 西内商会(有) 吾川郡 いの町本町3659 18 ホームセンターマルニ 田井店 土佐郡 土佐町田井4238-5

19 秦泉モーターサイクル 高知市 中秦泉寺84-4 60 第一四国(有) 吾川郡 いの町6483 19 ホームセンターマルニ 須崎店 須崎市 大間東町4-25

20 ガレージタニグチ 高知市 南万々5-4 61 日高モータース 高岡郡 日高村本郷273-8 20 ホームセンターマルニ 窪川店 高岡郡 四万十町古市町11-1

21 サイクルタカハシ 高知市 上町2-5-24 62 松本自転車店 土佐市 高岡町乙28-4 21 ホームセンターマルニ クエスト古津賀店 四万十市 古津賀4-82

22 神田輪業 高知市 神田722-4 63 花井自転車店 土佐市 高岡町甲2161-4 22 ハマート 土佐清水店 土佐清水市 厚生町556-1

23 ＣＹＣＬＩＮＧＳＨＯＰヤマネ 高知市 城山町67-5 64 笹岡自転車店 土佐市 高岡町乙3567 23 ハマート 朝倉店 高知市 朝倉甲496-1

24 加地自転車店 高知市 旭町2-36 65 伊藤自転車店 土佐市 宇佐町1745-2 24 ハマート 薊野店 高知市 薊野西町3-8-15

25 ＹＯＵＳＨＯＰハリギ 高知市 針木本町3-22 66 久保自転車店 須崎市 浦ノ内東分149-7 25 ハマート 横浜店 高知市 横浜西町50-15

26 イシモトサイクル 高知市 朝倉戊548 67 バイクショップ高橋 須崎市 西町1-2-2 26 ハマート 野市店 香南市 野市町西野2195-1

27 オートショップ ＺＯＯ 高知市 朝倉横町10-16 68 市川のりものセンター 須崎市 大間本町14-31 27 ブリコ 桟橋店 高知市 桟橋通5-7-7

28 町田自転車店 高知市 曙町2-3-12 69 山崎サイクル 須崎市 栄町2-2 28 ブリコ 介良店 高知市 介良乙3785-1

29 サイクルハウスワカクサ 高知市 若草町16-36 70 サイクルハウス まつだ 須崎市 吾井郷乙1732-2 29 ホームセンター佐川 高岡郡 佐川町丙3655-1

30 浜窪自転車店 室戸市 浮津462-1 71 越知スズキ西森商会 高岡郡 越知町越知甲2490 30 リッチ 土佐店 土佐市 高岡町甲725-1

31 前田自転車店 室戸市 室戸岬町4877 72 中村商会 高岡郡 佐川町乙2158-48 31 コーナン 高知駅前店 高知市 北本町2丁目8-16

32 モンマート室戸 室戸市 佐喜浜町1640-1 73 馬生駆屋 高岡郡 四万十町平串1016-4 32 コーナン 土佐店 土佐市 高岡町706-1

33 中島自転車店 安芸郡 田野町2054 74 竹村自転車店 高岡郡 四万十町新開町4-16 33 コーナン 須崎店 須崎市 桐間西26

34 東部東岡サイクル 安芸郡 田野町安田1663 75 島津自転車店 四万十市 西土佐江川崎2364-4 34 サイクルベースあさひ 土佐道路店 高知市 朝倉東町51-5

35 浜田モータース 安芸市 本町4-7-8 76 森自転車店 土佐清水市 寿町2-1 35 サイクルベースあさひ 南御座店 高知市 南御座14-10

36 有澤自転車店 安芸市 井ノ口乙1208-14 77 ひがしサイクル 土佐清水市 汐見町5-1 36 サイクルベースあさひ 南国店 南国市 篠原198-1

37 芸西スズキ 安芸郡 芸西村和食255 78 森モータース 土佐清水市 下ノ加江755 37 イオン 高知店 高知市 秦南町1-4-8

38 川村自転車店 香南市 赤岡町75-2 79 山本渉商会 宿毛市 中央4-1-1 38 スポーツオーソリティー 高知市 秦南町1-4-8 イオンモール高知1F

39 別府商会 香南市 赤岡町987-1 80 サイクル＆マリンスポーツ 宿毛市 片島8-9 39 バイクプラザ・ウエムラ 四万十市 渡川2丁目1-9

40 神明自転車店 香南市 赤岡町476-8 81 モペットハウスヤスダ 宿毛市 中央1-5-9 40 植村輪業 四万十市 中村1-2194

41 香南サイクル 香南市 野市町東町588 82 安田自転車商会 幡多郡 大月町弘見1674-5 41 秋山自転車商会 高知市 本町4-1-1

42 スポーツ デポ 高知店 高知市 介良乙317-1

                         高知県自転車ヘルメット着用推進事業　　ヘルメット販売協力店舗　 一覧　　（令和２年４月８日現在）

高知県自転車二輪車商協同組合

【販売協力店（高知県自転車組合店加盟店）】
住所 住所 住所

　高知県自転車組合店加盟店では、小学校・中学校の自転車安全点検や、交通安全パレード参加、自転車TSマーク保険の加
入説明など、お子様が安心して自転車に乗って頂ける活動をしています。
　ヘルメット、安全点検、自転車のことならお気軽にお問い合わせください。

【高知県自転車二輪車商協同組合】


