クロスバイク
ロードレーサー
各種スポーツ車
対応可能

2019年
5月1日
オープン！

一般車
シティサイクルの
修理もOK!
各種消耗品＆
メンテナンス用品も
販売しています

例えばこんな時に
【バイシクルサポート】
にご相談ください。

バイシクルサポートはメンテナンスサービスを専門に
提供するショップです。
自転車であれば、
どこで購入し
た自転車でも、
どんなジャンルの自転車でも対応いた
します。
現在会員様募集中！ お客様の自転車の整備記録を
作成し、管理させていただきます。

思い入れのある自転車の復活にご協力させていただき
ます。長期間放置した自転車の場合、室内保管であって
も消耗品（タイヤ、
ブレーキシュー、
ワイヤー類など）
の
交換が必要となる場合が一般的です。是非当店にご相
談ください。

週末のサイクリングのみ使用している方、毎日の通勤で
長距離を乗っている方、使用状況で自転車の消耗度合
いは様々。
６か月に1度の安全基本点検+必要に応じた
消耗品の交換を承ります。お得なセットメンテナスメ
ニューもあります。初心者向けのメンテナンス講座も開
催します。

スポーツサイクルのコンポーネント交換承ります。
日頃のメンテナンスだけでなく、愛車のカスタム、
アップ
グレードも、
お気軽にご相談ください。
ちょっとしたパーツの交換・アップグレードも、
自転車の
楽しみ方の大きな要素です。

当店では持ち込みパーツの取り付けも承ります。
オーク
ションや通販サイト、海外のサイトで購入したパーツ
も、通常基本料金と同じ取付工賃でお引き受けいたし
ます。
※互換性のあるパーツであれば、基本的にどんな作業
でも承りますので、
ご相談ください。

ほとんどの車種で、
ＢＢ周りやヘッド周りの作業には専
用特殊工具が必要です。工具を購入しても使用頻度も
低いし、割高になってしまう。
そんな時は是非当店にご
依頼ください。多彩な専門工具を揃えているので、
この
ような部分的な作業にも対応いたします。

ごあいさつ

「困っているサイクリストの何かしらの役に立てれば」。
それがバイシクルサポート

京王井の
頭線

のモットーです。

ショップが少ない』
という相談が数多くありました。
本来、
スポーツサイクルは定期的

０３-５９４１-５６８６
※定休日＆営業時間は変更になる場合がございます

安全な乗り物を提供することがショップメカニックの使命だと思っております。
長年

http://bicycle-support.com

培った経験を活かして、
皆様の自転車生活をサポートしたいという思いから バイシ

道

11：00〜20：00 水曜定休

は日ごろの整備が欠かせません。

街

営業時間

宮下橋公園

見

なメンテナンスが必須の乗り物で、
安全・快適に自転車を楽しんでいただくために

神田
川

ファミリーマート

ショップの店長として勤務してきた中で、
お客様から
『メンテナンスを依頼できる

東京都杉並区久我山３-５-２３
インペリアル久我山１Ｆ

たが、
近年では多くの人が愛好するメジャーな趣味となりました。
２０年間ほどプロ

人

私が初めてロードバイクに乗り始めた頃は、
まだスポーツサイクルはマイナーでし

久我山駅

クルサポートという店名を冠したメンテナンス専門店を開業しました。
新規オープンのため、
取り扱い可能な商品・メー
があるかもしれませんが、
総合的な自転車メンテン
バイシクルサポートをよろしくお願い申し上げます。
玉川上水

バイシクルサポート代表

寺村

孝

動物病院

ナンスの専門店を目指して頑張って参りますので、

7イレブン

カーに限りがあり、
お客様にご不便をおかけすること

兵庫橋公園

東八道路
（工事中

）

久我山駅南口より人見街道を三鷹方面へ直進、徒歩5分

・・・・・・・・・・・・
前後タイヤ＆チューブ交換（クロスバイク）
10,640円

作業内容の具体例です
お見積り 随時受付いたします

タイヤ：パナレーサー コンフィ700 28Ｃ

チューブ：パナレーサー ブチル48㎜ロングバルブ

＊表示価格は税抜きです。

800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイヤ：パナレーサー クローザープラス700 25Ｃ ・・・・ 2本 x 3,381円

チューブ：パナレーサー ブチル48㎜ロングバルブ・・・・・・ 2本 x 1,200円
作業工賃：前後クイックレリース式基本料金

ブレーキシュー交換（Ⅴブレーキ・１カ所）・・・・・・・・・・・・・・ 2,416円
シマノＭ７０Ｔ３ Ⅴブレーキシュー１ペア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 916円
1,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作業工賃

ブレーキシュー交換（シマノメカニカルディスク・１カ所）

・・・・

2 x 1,500円

タイヤ：ＩＲＣ シティコンフォート２６ １・3/8 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,200円
チューブ：ＩＲＣ ブチル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作業工賃：前ナット式一般車基本料金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

850円

2,000円

792円

・・・・・・・・・・・・・

1,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

前タイヤ＆チューブ交換（シティサイクル）・・・・・・・・・・・・・ 4,050円

ブレーキシュー交換（シマノR7000系・１カ所）・・・・・・・・・ 2,229円
シマノR55C4 カートリッジブロックシュー１ペア

2本 x 1,200円

・・・・・・・・・・
前後タイヤ＆チューブ交換（ロードレーサー）
12,162円

パッチ貼り
（１カ所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200円

作業工賃

・・・・・

2本 x 2,620円

作業工賃：前後クイックレリース式基本料金・・・・・・・・・・・・・ 2 x 1,500円

パンク修理（穴１ヶ所の場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円
水調べ点検

・・・・・・・・・・・・

後タイヤ＆チューブ交換（シティサイクル）・・・・・・・・・・・・・ 5,050円
タイヤ：ＩＲＣ シティコンフォート２６ １・３/８ ・・・・・・・・・・・・・・ 1,200円

2,722円

チューブ：ＩＲＣ ブチル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作業工賃：後ナット式一般車基本料金

シマノB０１Sパッド １ペア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 722円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

850円

３,000円

作業工賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円

バーテープ交換（ペア）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,900円

チェーン交換＋ギア回り分解洗浄（シマノ105グレード） 9,641円
シマノ ＣＮ−ＨＧ６０１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,641円
チェーン交換作業工賃

ＧＩＺＡ シンセティックレザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,400円
作業工賃

グリップ交換（ペア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,300円
ＶＥＬＯ 207ＡＤ2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円
作業工賃

ギア回り分解洗浄

2,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,500円

6,000円

セット作業割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ −1,500円

安全基本点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
６か月に1度の定期点検（基本チェックリスト作業 ・ 注油 ・ エア入れ）

・事前お見積りは基本無料としておりますが、
お見積りに特殊な分解作業が必要な場合のみ、点検・お見積り料金をご負担いただく場合がございます。

※メーカー純正パーツについて
完成車メーカー純正パーツが必要な修理（ディレーラーハンガー交換など）
で、
パーツの供給が代理店のみに限定されている場合には、
当店では手配出来ないことがあります。
その際は、
お客様
ご自身で純正パーツを購入・ご用意していただき、
パーツのお持ち込みをお願いしております。
お手数をおかけいたしますが、
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
※当店ではお持ち込み
パーツの取り付けも通常の作業工賃で承ります。

定期メンテナンス承ります
自転車の車種と使用状況に合わせた
セットメンテナンスコースをご用意しています。
最適なプランをご提案しますので、
まずはお気軽に無料お見積りをどうぞ。
いずれのコースも安全基本点検が含まれています。
※車種により基本料金が変動する場合がございます。

A

プレミアム
●
●

B
C

日頃の掃除を怠りがちだった愛車に
アクティブなサイクリストは年に1回の必須作業

スタンダード

ブレーキ & ギア周りの消耗品交換

ギア周りの消耗が見られ始めたら
● 走行距離5000kmごと、もしくは2年に1度
ベーシック
●

●

ワイヤー類交換 & ブレーキシュー交換

操作感に違和感を感じ始めたら
6か月に1度の定期点検

同業のショップ様へ

メンバー登録いただくと、

忙しいショップ様の作業のお手伝い

自転車の整備記録を作成し管理いたします。

・タイヤを替えて何年経った？
・消耗品交換のタイミングは？

オープニングキャンペーンとして登録していただくと、商品購入や修理工賃に使える

¥12,000

ブレーキ & ギア周りの再調整作業

登録メンバー募集中！！

500円分のクーポン券を進呈中
（5月末まで）
です。
ぜひご登録ください。

¥16,000

通勤などで日常的に使用されている方
走行距離3000kmごともしくは2年に1度

クイック
●

など、
パーツ交換のタイミング確認やメンテナンス相談の際に役立ちます。

¥25,000

●

●

D

ブレーキ & ギア周りの消耗品交換 & クリーニング

をいたします。特殊工具・技術が必要
な作業などを業販価格で承ります。
詳しくは、
お問い合わせください。
＊お取引には条件がございます。
０３-５９４１-５６８６ 寺村まで

¥6,000

twitter.com/supportbicycle

