Tern キャッシュバックキャンペーン 実施対象店舗
都道府県

電話番号

秀岳荘 白石店

店舗名

北海道

011-860-1111

http://www.shugakuso.com/

サイクルスペース チャリ松 盛岡南店

岩手県

019-637-3933

http://www.charimatsu.com/

早坂サイクル 仙台中央店

宮城県

022-398-8195

http://www.hayasaka.co.jp/index.html

川崎乗物デパート

茨城県

029-821-1147

http://www.j-kawasaki.com/

バイシクルセオ 浦和店

埼玉県

048-839-9567

http://bicycleseourawa.seocycle.biz/

サイクルショップ ハクセン 鳩ケ谷店

埼玉県

048-281-0926

http://www.h-hakusen.com/

スポーツ館 カネコings

埼玉県

048-464-1188

http://www.kanekoings.jp/

サイクルテラス幕張新都心店

千葉県

043-306-7284

http://www.cycleterrace.jp/

バイシクルセオ ららぽーと店

千葉県

047-437-2829

http://www.seocycle.co.jp/shop/seo-lala/

Y's Road 船橋

千葉県

047-402-6681

http://ysroad.co.jp/funabashi/

バイシクルセオ 新松戸店

千葉県

047-340-5200

http://seo-smd.com/

橋本輪業

千葉県

04-7164-2255

http://www.hasirin.com/

バイシクルセオ 晴海店

東京都

03-5144-8254

http://www.seocycle.co.jp/shop/haru-seo/

avelo Bicycle shop

東京都

070-5075-8192

http://www.avelotokyo.com/

LORO スロースポット

東京都

03-3231-5112

http://www.loro.co.jp/

Y's Road 新宿本館

東京都

03-3350-1288

http://ysroad.co.jp/shinjuku/

Y's Road 新宿クロスバイク館

東京都

03-5312-1485

http://ysroad.co.jp/shinjuku-crossbikekan/

リピト･イシュタール

東京都

03-5155-6412

http://www.lipit-ischtar.jp/

Y's Road 上野本館

東京都

03-3836-6168

http://ysroad.co.jp/ueno/

ジギーエリア

東京都

03-3876-7610

http://www.jiggyarea.com/

サイクルスタヂオ ハクセン

東京都

03-3831-0792

http://www.hakusen.co.jp/

コギー ららぽーと豊洲店

東京都

03-5859-5306

http://www.coggey.com/

LORO 世田谷

東京都

03-3700-1765

http://www.loro.co.jp/

CROWN GEARS

東京都

03-5770-8022

https://www.crowngears.com/

Y's Road 渋谷本館

東京都

03-5728-3539

http://ysroad.co.jp/shibuya-honkan/

サイクルハウス しぶや 本店

東京都

03-5680-0655

http://www.cycleshibuya.com/

サンクスサイクルラボ

東京都

03-6458-0905

http://www.tclab.net/

リンリン自転車館 一之江店

東京都

03-3877-1881

http://www.rinrin.shop-site.jp/

オートバイハウス

東京都

042-799-0089

http://autobyhouse.sakura.ne.jp/

カルマックス タジマ

東京都

042-575-1568

http://www.calmax.jp/home.aspx#topPage

LORO 馬車道

神奈川県

045-662-5612

http://www.loro.co.jp/

バイシクルセオ テラスモール湘南店

神奈川県

0466-86-7188

http://www.seocycle.co.jp/shop/terracemall-shonan/

サイクルオート SAKAI

福井県

0776-34-4001

バイシクルわたなべ 浜松店

静岡県

053-489-4863

自転車館

静岡県

053-584-1717

ミソノイサイクル 有楽街店

静岡県

053-454-7108

http://misonoi.com/

ミヤジマ石油

静岡県

0545-61-3458

http://www.ss-site.com/

じてんしゃのAKIRA

静岡県

054-635-6010

Y's Road 名古屋本館

愛知県

052-220-3977

http://ysroad.co.jp/nagoya/

Y's Road 名古屋ウェア館/クロスバイク館

愛知県

052-228-8821

http://ysroad.co.jp/nagoya-crossbikekan/

サイクルテラス熱田店

愛知県

052-872-8319

http://atsuta.cycleterrace.jp/#

リーフ 安城本店

愛知県

0566-77-0002

http://www.lief.co.jp/

じてんしゃひろば遊

愛知県

0568-75-5802

http://www.chari-u.com/

サイクルハウス ミヤタ

三重県

0598-21-2515

http://www.mctv.ne.jp/˜chmiyata/

WILSON CYCLE BLACK

三重県

0594-24-6122

http://wilsoncycle.jp/

K-craft

京都府

075-464-1033

http://www.13k-craft.com/

自転車のきゅうべえ 下鴨店

京都府

075-722-0766

http://city.qbei.co.jp/

Y's Road 京都店

京都府

075-254-7827

http://ysroad.co.jp/kyoto/

LORO ワールドリカンベンツ

京都府

075-811-7162

http://www.loro.co.jp/

LORO サイクルワークス

大阪府

06-4793-1707

http://www.loro.co.jp/

Y's Road 大阪店

大阪府

06-4705-5482

http://ysroad.co.jp/osaka/

サイクルランド ナニワ 本店

大阪府

06-6375-3374

https://cycleland720honten.sharepoint.com/Pages/default.aspx

サイクルショップ 203

大阪府

06-6599-9199

http://www.cycleshop203.net/

サイクルショップカンザキ エバーレ店

大阪府

06-6322-9191

http://kanzakibike.com/

自転車処ぽたりんぐぅ

大阪府

072-224-4334

http://potteringood.net/

ダイワサイクル

大阪府

06-6854-8615

http://daiwacycle.d.dooo.jp/index.html

一条サイクルセンター

大阪府

06-6876-6277

http://www.1jyo.com/cycle/

サガサイクル 住道店

大阪府

072-872-6315

http://www.saga-cycle.co.jp/saga-hp.html

Y's Road 神戸店

兵庫県

078-333-7037

http://ysroad.co.jp/kobe/

サイクルショップ ナカゴヤ

兵庫県

078-739-3399

http://www.hi-net.zaq.ne.jp/nakagoya/

クライム･サイクルスポーツ

兵庫県

079-235-1828

http://www.climbbikes.com/

サイクルセンター サンワ

兵庫県

06-6412-3802

http://www.cc-sanwa.com/

ムーブ バイシクルズ

兵庫県

0798-38-5708

http://www.movebicycles.net/

サイクルショップカンザキ 伊丹店

兵庫県

072-771-1771

http://itami-kanzaki.com/

バイシクルショップアバンギャルド

和歌山県

073-460-1391

http://agbike.jp/

CYCLESHOP VILLETTA

島根県

0852-33-7003

ときどきジテンシャ

岡山県

086-250-8969

http://tokidokijitensha.xyz/

BICYCLE PRO SHOP なかやま

岡山県

086-222-5262

http://www.bps-nakayama.com/

TODAYA 岡北店

岡山県

086-233-8678

サイクルセンター岡山

岡山県

086-214-0887

http://www.cycleokayama.server-shared.com/

Giocatore

広島県

082-921-0366

http://giocatore.fan.coocan.jp/

サイクルショップ カナガキ 横川店

広島県

082-231-2631

http://www.kanagaki.co.jp/

niiyama

広島県

0823-21-4458

http://mobi39.com/MCN/

自転車館 びーくる

山口県

0835-22-0019

http://www.vehicle-cyc.co.jp/

GO GO BIKE

徳島県

088-655-0819

http://www.axas.co.jp/

サイクランド まさだ

香川県

0877-22-2952

http://cycland-masada.com/home/

杉山輪業

愛媛県

089-925-4679

http://www.sugiyama-cycle.com/

秋山自転車商会

高知県

088-823-5579

LORO サイクルワークス 福岡

福岡県

050-1365-6236

http://www.loro.co.jp/

サイクルショップコダマ 本店

大分県

097-536-1510

http://www.cs-kodama.com/

鹿児島県

0992-26-0430

沖縄県

098-888-0064

トミハラ商事 本店
沖縄輪業株式会社 南風原本店

店舗公式サイトURL

http://www.bicycle-watanabe.co.jp/

http://okirin.ti-da.net/

