
作業内容 備考 作業内容 備考 作業内容 備考

安全定期点検 ¥3,300 作業内容は別紙参照 ハンドルバー交換(フラットバー) ¥3,300 グリップ交換含む ペダル交換 ¥550 ペア

０分組立 ¥27,500 ホイール組立別途・油圧ブレーキ別途 ハンドルバー交換(ドロップバー) ¥3,300 バーテープ交換は別途 クリート取り付け ¥550 フィッティングなし

７分組立 ¥8,800 ～ 個別見積もり ハンドルステム交換 ¥3,300 クローズタイプ ボトムブラケット交換 ¥4,950 カップ＆コーン

９分組立 ¥4,400 ～ 個別見積もり ハンドルステム交換 ¥1,100 オープンタイプ ボトムブラケット交換 ¥3,850 シールド(ねじ切り/圧入ともに)

フレーム交換 ¥33,000 ホイール組立別途・油圧ブレーキ別途 グリップ交換 ¥550 ペア ボトムブラケットシェル切削 ¥2,750 切削加工のみ

修理見積り書作成(保険会社提出用) ¥4,400 写真付きは+1,100円 バーテープ交換 ¥2,750 ペア ボトムブラケットグリスアップ ¥4,950 カップ＆コーンのみ

ハンドルバーカット ¥2,200 左右 ＢＢ周辺音鳴り点検 ¥3,300 ～ 個別見積もり

クランク交換 ¥1,650 ３ピースタイプ１本

オーバーホール(フル作業) ¥38,500 ～ 個別見積もり クランク交換 ¥2,200 ２ピースタイプ全

プレミアム　セットコース ¥27,500 作業内容は別紙参照 ブレーキレバー交換 ¥2,750 フラットハンドル・ペア チェーンリング交換 ¥2,200 チェーンリングのみ

スタンダード　セットコース ¥17,600 作業内容は別紙参照 ブレーキレバー交換 ¥7,150 ドロップ・ペア・バーテープ交換含む

ベーシック　セットコース ¥13,200 作業内容は別紙参照 ブレーキレバー交換 ¥1,100 一般車・ペア

クイック　セットコース ¥6,600 作業内容は別紙参照 ブレーキレバー交換 ¥11,000 油圧ブレーキ・ペア サドル交換 ¥550

※各コースとも車種によっては料金が異なる場合がございます ブレーキアーチ交換 ¥2,200 Ｖ・カンチ・ワイヤーディスク１ヵ所 シートピラー交換 ¥880

ブレーキアーチ交換 ¥1,650 キャリパータイプ１ヵ所 シートピラーカット ¥1,650

ブレーキアーチ交換 ¥5,500 油圧ブレーキ１ヶ所 固着シートポスト抜き 実費作業 基本料金￥11,000～

エンド修正 ¥1,650 ブレーキアーチ交換 ¥3,850 ドラム・ローラーブレーキ

ディレーラーハンガー交換 ¥2,200 ブレーキシュー交換 ¥330 一般車フロントキャリパー

ヘッドパーツ交換 ¥5,500 圧入タイプ ブレーキシュー交換 ¥1,100 キャリパータイプ１ヵ所 ダイナモライト取付 ¥550

ヘッドパーツグリスアップ ¥3,300 ブレーキシュー交換 ¥1,650 Ｖ・カンチタイプ１ヵ所 ダイナモライト電球交換 ¥330

フロントフォーク交換 ¥5,500 コラムカットなしの場合￥4,400 ブレーキシュー交換 ¥1,650 カートリッジブロック１ヶ所 スピードメーター取付 ¥1,100 ～ 個別見積もり

ヘッドパーツ＆Ｆフォーク同時交換 ¥8,800 コラムカットなしの場合￥7,700 ディスクブレーキパッド交換 ¥2,200 １ヶ所 カギ取付(サークル錠) ¥550

ブレーキワイヤー交換 ¥1,650 スポーツ車１本 カギ破壊(　〃　) ¥880

ブレーキワイヤー交換 ¥550 一般車１本 カギ破壊＆取付(　〃　) ¥1,100

ホイール組立 ¥4,400 フロント ローラーブレーキグリス注入 ¥550 専用グリス代金含む 泥除け取付 ¥4,400 前後フルカバータイプ１台

ホイール組立 ¥4,950 リア ブレーキ調整 ¥550 ～ １ヵ所・個別見積もり スタンド取付 ¥550 長さカットなし

ホイール組替 ¥4,950 フロント ディスクブレーキオイル交換 ¥4,400 オイル代別・１ヶ所 各種アクアセサリー取付 個別見積もり

ホイール組替 ¥5,500 リア ディスク台座フェイス切削 ¥3,300 １ヶ所
110円/ネジ１本or1,100円/10分あたり時間工賃　目安

ホイール調整(振れ取り作業) ¥2,200 ～ 個別見積もり ディスクローター交換 ¥1,650

スポーク折れ修理 個別見積もり １～２本の交換はホイール調整作業に準じる ※インターナルケーブル(内装)仕様の取り回しの場合、

ホイール交換 ¥2,200 一般車　フロント
特殊作業工賃が必要となる場合がございます 防犯登録手数料 ¥660 非課税

ホイール交換 ¥3,850 一般車　リア 配送用梱包 個別見積もり

ホイール交換 ¥2,200 ナット式スポーツ車・フロント ディレーラー交換 ¥2,200 チェーン切不要 各所・音鳴り点検 実費作業 個別見積もり

ホイール交換 ¥2,750 ナット式スポーツ車・リア ディレーラー交換 ¥2,750 チェーン切要 固着したパーツの取り外し 実費作業 個別見積もり

ホイール交換 ¥1,650 クイックレリース・フロント シフト調整 ¥550 ～ １ヵ所・個別見積もり セットクリーニングコース ¥13,200 ギア周り分解洗浄を含む全体クリーニング

ホイール交換 ¥2,200 クイックレリース・リア ギア回り分解洗浄 ¥6,600 スプロケ、クランク、チェーン外して作業

ハブグリスアップ ¥3,300 １ヶ所 シフトレバー交換 ¥4,950 Ｗレバー以外ペア ※特別な工具・作業の必要な修理については

フリーボディグリスアップ ¥2,750 マビック、ＤＴタイプ、など ブレーキ＆シフトレバー交換 ¥6,050 ＭＴＢタイプ・ペア 　　　　　　　別途特別作業料(6,600円目安/1時間あたり)を頂く場合があります。

ブレーキ＆シフトレバー交換 ¥10,450 ドロップ・ペア・バーテープ巻含む ※上記価格はパーツ代を含んでおりません。

シフトワイヤー交換 ¥1,650 外装ギア・スポーツ車１本 　　　　　　　パーツが必要な場合は別途パーツ代を頂きます。

タイヤ・チューブ交換 ¥2,200 一般車　フロント シフトワイヤー交換 ¥1,100 内装ギアの一般車 ※作業が重複している修理は、割引価格を適応iいたします。

タイヤ・チューブ交換 ¥3,300 一般車　リア チェーン交換 ¥2,200 全ケース車 ※基本工賃表に記載のない作業は個別にお見積もりいたします。

タイヤ・チューブ交換 ¥1,650 クイックレリース＆スルーアクスル チェーン交換 ¥1,650 全ケース車以外 ※安全上問題があると思われる作業、違法な改造がされている自転車の作業は

タイヤ・チューブ交換 ¥2,200 ナット式スポーツ車 チェーン引き調整 ¥550 　　　　　　　お受けできかねますのであらかじめご了承ください。

チューブラータイヤ交換 ¥3,300 リムセメント仕上げ/テープは￥2,200 チェーン引き調整 ¥880 チェーン脱落の場合 ※当店ではお客様への工具の貸し出しは行っておりません。

リムセメント除去作業 ¥2,200 必要な場合は交換工賃にプラス チェーン引き調整 ¥1,650 チェーン脱落・クランク取り外しの場合 ※分解作業が必要なお見積もりには、点検料金をご負担いただく場合がございます。

チューブレスタイヤ交換 ¥2,750 クイックレリース＆スルーアクスル チェーン注油 ¥330

パンク修理 ¥1,100 穴１ヶ所 スプロケット交換 ¥1,650 クイックレリース 　　　　　　　　　　　　　　　　　パーツの仕様変更や新製品発売に伴い、予告なく工賃を改訂させいただく場合がございます

パンク修理（追加） ¥220 穴１ヶ所増 スプロケット交換 ¥2,200 ナット式スポーツ車

パンク点検 ¥880 パンク０か所 ※インターナルケーブル(内装)仕様の取り回しの場合、

空気入れ ¥100 １台につき
特殊作業工賃が必要となる場合がございます

基本作業工賃表

ペダル・クランク系ハンドル系

オーバーホール/セットメンテナンス基本料金

金額
点検作業・組立作業

金額 金額

詳しい内容・お見積もり　お気軽にお問い合わせください

サドル系

アクセサリー系

ブレーキ系

その他

シフト系

フレーム系

ホイール系

パンク修理＆タイヤ・チューブ交換(いずれも１本あたり)

※価格は税込みです

※パーツ代は別途


