
修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

完成車組立 フレーム/パーツ/ホイール　全て購入 フレームから組立の場合 ￥0～
DISCフレームの場合は工賃￥5,500
SALEフレームの場合は工賃￥5,500

フレーム/パーツ/ホイール　一部持込 持込内容により工賃が加算されます ホイール+￥3,300、パーツ関連1点につき+￥1,100

フレーム購入/パーツ持込　組替え パーツ外し、グリスアップ込 ￥28,000～
DISCフレームの場合はプラス￥5,500
SALEフレームの場合はプラス￥5,500

フレーム持込/パーツ購入　組替え ￥37,000～ DISCフレームの場合はプラス￥5,500

フレーム/パーツ/ホイール　全て持込 ￥66,000～ DISCフレームの場合はプラス￥5,500

当店購入車(ファーストオーナー)　組替え フレーム購入 ￥22,000～
DISCフレームの場合はプラス￥5,500
SALEフレームの場合はプラス￥5,500

当店購入車(ファーストオーナー)　組替え パーツのみ購入　 ￥27,800～ DISCフレームの場合はプラス￥5,500

DISCロード オイル、インサート、オリーブ代金　別途
ｼﾏﾉ：ﾐﾈﾗﾙｵｲﾙ 片側￥770、ｵﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ 片側￥325
ｽﾗﾑ：DOTｵｲﾙ 片側￥935、ﾎｰｽﾌｨｯﾁﾝｸﾞKIT 片側￥1,464

TTバイク ASK

（※上記作業にホイール組がある場合は別途ホイール組立工賃が追加されます）

●パーツ外し　完成車の状態からﾌﾚｰﾑ、ﾎｲｰﾙ、ﾊﾟｰﾂへ ﾌﾚｰﾑ・ﾊﾟｰﾂの清掃、切削作業等は別途 ￥3,200～ DISCロードのパーツ外し　￥5,500～

●状態の悪い自転車やフレーム処理等によりアップチャージがかかる場合があります

RDハンガー金具 交換　(修正込み） ￥2,750～ ￥2,200～

修正　（Ｒメカ調整含む） ￥1,980～ ￥1,500～

音鳴り 受付時\1,100、手間の掛かり具合で別途工賃 内容次第で大幅に工賃上がる可能性あり \1,100～ (音鳴り箇所特定)作業工賃が別途かかります

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

フレーム ガラスの鎧・カガミの甲冑
Wコート可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(通常工
賃￥20,000/BIKE会員￥16,000)

￥11,000～ ¥9,000

BBタップ、BB切削 ￥７,０00～ 基本持込みフレーム

フレーム販売時の初期調整(nalsima購入の場合) BB、ヘッド、エンドの取付、調整 ￥0～

●フレーム販売時コラムカットサービス ￥0～

CDJ CRACK SAUE クランク付の場合 ¥5,200 ¥4,200 プラス材料費(1枚￥4,000)

　　　　〃 フレーム単品の場合 ¥2,300 ¥1,800 プラス材料費(1枚￥4,000)

フォーク 交換　コラムカット含む　（完成車の状態） ￥6,500～ ￥５,１00～ フレームの状態の時は　▲\1,650

コラムカット　カーボン、クロモリ、アルミ ￥２,１０0～ ￥１,６５0～ フォークのみの時は　▲￥550

クロモリ　スレッド　ネジたて及びカット ネジたての長さ等によりアップチャージ ￥６,０00～ ￥５,００0～

●フォーク購入時、コラムカットサービス ¥0

●新車購入後、初回のコラムカットサービス ¥0

ヘッド 交換　完成車の時 スレッドレス/スレッド ￥6,600～ ￥5,300～

　〃　　フレームの状態の時 スレッドレス/スレッド ￥4,600～ ￥3,700～

取り付け　フレームの状態 スレッドレス/スレッド ￥3,200～ ￥2,600～ フレームご購入の場合は￥0

グリスアップ　リテーナータイプ ￥4,500～ ￥3,500～ フレームの状態の時は　▲\550

グリスアップ（清掃）　カートリッジタイプ ￥3,600～ ￥2,800～ フレームの状態の時は　▲\550

カートリッジベアリング交換 ●特殊工具使用時は別途工賃 ￥3,600～ ￥2,800～ フレームの状態の時は　▲\550

●ヘッド交換時の特殊加工は別途請求 ASK ASK

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

ハンドル 交換（バーテープ交換も含む） ￥3,950～ ￥3,150～ クローズドステムは　+￥1,100

交換（バーテープ交換も含む）内装ハンドル ●基本ケーブル交換になります ￥12,000～ ￥９,３00～

バーテープ 巻き換え・巻き ￥２,０５0～ ￥1,600～ ※場合によっては下処理の料金もかかります

バーテープ下処理 テープを剝がす際の手間のかかり次第で頂戴します ￥990～ ¥550

グリップ 差し替え ￥1,150～ ￥950～

ステム 交換　アヘッド/クイル　オープン ￥2,300～ ￥1,800～

交換　アヘッド/クイル　クローズ ￥５,３00～ ￥４,２00～

交換時のコラムカットは上記交換工賃プラス ￥1,500～ ￥1,150～

サドル 交換　ピラーの形状や付属品の取付け具合によりにより別途工賃　・フィッティング、調整込 ￥4,600～ ￥４,２０0～ フィッティングなしの場合は工賃マイナス￥2,200

ピラー 交換 サドルつけ替え込み ￥3,000～ ￥2,500～

カット カーボン／アルミ／チタン \1,３00～ \1,100～

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

ワイヤー交換 ALL交換　テープ巻き替え込み ￥8,700～ ￥6,900～ ワイヤー代別途

ブレーキ　インナー　1本につき ￥1,450～ ￥1,150～ ワイヤー代別途

ブレーキ　アウター+インナーF/Rセット バーテープ巻き直し ￥5,300～ ￥4,200～ ワイヤー代別途

シフト　インナー　1本につき ￥２,１０0～ ￥1,650～ ワイヤー代別途

シフト　アウター+インナーF/Rセット バーテープ巻き直し ￥5,300～ ￥4,200～ ワイヤー代別途

内臓タイプは状況により別途請求 ￥3,000～ ￥2,400～

ノコンやそれに類似したアウターは別途工賃 ASK ASK

ブレーキシュー 交換　ロード　カートリッジ ゴムのみ　F/Rどちらか　 \1,350～ \1,100～ 位置・引きしろ調整込み

交換　カンチ、Vタイプ　カートリッジ ゴムのみ　F/Rどちらか ￥1,900～ ￥1,550～ 位置・引きしろ調整込み

備考

※作業内容により追加工賃が発生することがあります　　　　　※フィッティング以外の工賃にはポイントが付与します
※BIKE会員は当店で完成車及びフレームをご購入いただいたファーストオーナーのお客様　　　　　※価格は全て税込表示です

時間工賃：　￥8，800   工賃表に記載が無い作業の一時間当たりの基本工賃

バイク

備考

フレーム、ヘッド

ハンドル、ステム、サドル、バーテープ

備考

ワイヤー、ブレーキシュー、ブレーキ、DISC

備考



交換　ロード　船ごと F/Rどちらか ￥２,０00～ ￥1,600～ 位置・引きしろ調整込み

交換　カンチ、Vタイプ　船ごと F/Rどちらか ￥2,900～ ￥2,300～ 位置・引きしろ調整込み

ブレーキ 交換　フロント/リアセット交換 特殊（軽量もの）などは追加料金 ￥4,200～ ￥３,３５0～

DISC オイル交換(片側)　 オイル、インサート、オリーブ代金　別途 \7,500～ ￥5,800～
ｼﾏﾉ：ﾐﾈﾗﾙｵｲﾙ 片側￥770、ｵﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ 片側￥325
ｽﾗﾑ：DOTｵｲﾙ 片側￥935、ﾎｰｽﾌｨｯﾁﾝｸﾞKIT 片側￥1,464

ホース交換（エアロロードなど） オイル交換工賃　+　片側 ￥5,500～

パッド交換 F/Rどちらか　 ￥1,200～ ￥900～

ローター交換 センターロック ￥700～ ￥550～

ローター交換 ６ボルト ￥1,150～ ￥950～

DISCキャリパー交換(オイル交換込み) Ｆ/Ｒどちらか ¥9,800 ¥7,900

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

STI 交換（ワイヤー一式、バーテープ交換も含む） ￥11,000～ ￥8,800～ ケーブル内装は　+￥1,100～

エルゴパワー レバーパット交換　STI ￥1,500～ ￥1,150～ ST9000以下グレードは　+\3.000～

レバーパット交換　　　エルゴパワー ￥1,800～ ￥1,400～

リターン不良時の脱着　　〃 片方 ￥5,000～ ￥4,000～

レバーパーツの交換　　　〃 ￥1,800～ ￥1,450～

Fメカ 交換 ￥2,100 ～ ￥1,650～
チェーンカットが必要なときは
プラス￥1,320とアンプルピンが追加

調整 ￥750～ ￥700～

Rメカ 交換　（エンド調整込み）（プーリーを外す場合） ￥2,900～ ￥2,350～

調整 ￥750～ ￥700～

ＢＩＧプーリーに交換 ￥6,100～ ￥4,800～ 基本チェーン交換になります(含)。調整込み

チェーン 交換 つなぎ直しも含む（アンプルピン込み） ￥1,700～ ￥1,400～ カンパ11、12Ｓは￥2,050

短くする アンプルピンは別購入 ￥1,700～ ￥1,400～ カンパ11、12Ｓは￥2,050

クランク 交換（ホローテックⅡ） BBそのまま ￥2,900～ ￥2,350～

クランク・BB交換（基本ホローテックⅡ） BBの種類により+￥550～ ￥5,800～ ￥4,600～ Ｆメカ、チェーン調整の時　+\2,000～

BBタップ、切削加工が必要な時は別途工賃 ￥5,000～ ￥4,000～

チェンリング交換 FD調整が必要な時は別途調整工賃 \1,500～ ￥1,150～

チェンリング交換　パワーメータ付き パイオニア等クランクを外す場合 ￥4,400～ ￥3,450～

BB 交換 音鳴りなどのｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ、ｸﾗﾝｸ脱着を含む ￥5,800～ ￥4,600～

交換時のタップ、切削加工 上記BB交換工賃プラス ￥5,000～ ￥4,000～

★カップ＆コーン等や他特殊BBは作業内容により変動します ASK ASK

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

タイヤ交換 交換　チューブラー　1本　セメント ￥3,200～ ￥2,500～

交換　チューブラー　1本　テープ ￥2,850～ ￥2,300～ 状態によっては下処理代を別途請求(テープ代は別途請求)

交換　クリンチャー　1本 ￥1,550～ ￥1,250～

交換　チューブレス、TLR　1本 シーラント注入込 ￥2,800～ ￥2,250～ リム洗浄・TLテープ張り替え・シーラント代別途

交換　MAVIC　チューブレス MAVICホイールの場合 ￥2,000～ ￥1,800～ リム洗浄・シーラント代別途

交換　MAVIC　チューブレス 他社ホイール ￥2,100～ ￥1,700～ リム洗浄・シーラント代別途

チューブレス　レディ　リムテープ交換 片側 ¥2,200 ¥1,800 テープ代別途

リム内部洗浄（※シーラントの有無、要確認） シーラント カスの除去 ¥1,500 ¥1,200

パンク修理 チューブ交換 基本チューブ交換になります ¥1,450 ¥1,150  +チューブ代別途

リムテープの交換が必要な場合 基本チューブ交換になります ¥1,900 ¥1,500 チューブ+リムテープ代別途

シーラント シーラント注入のみ(前後) シーラント追加等の場合 \1,000～ \700～ シーラント代別途

ロックナット式は上記料金　+\550 ¥550 ¥550

チューブラーテープはずし（状態により） ～￥2,200 ～￥2,200 接着状態により割引になります

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

ホイール購入時の バイクへ取付け一式　クリンチャー タイヤ、チューブ、スプロケット購入 ¥2,200 ¥1,100 変速調整、ブレーキシュー位置調整込み

特別工賃 バイクへ取付け一式　MAVICチューブレス スプロケット購入 ¥2,200 ¥1,100 　　　　　　　　〃

バイクへ取付け一式　チューブレス タイヤ、チューブ、スプロケット購入 ¥2,750 ¥2,200 　　　　　　　　〃

バイクへ取付け一式　チューブレスレディ タイヤ、チューブ、シーラント、スプロケット購入 ¥3,300 ¥2,750 　　　　　　　　〃

バイクへ取付け一式　チューブラー タイヤ、チューブ、スプロケット購入 ¥3,850 ¥3,300
　　　　　　　　〃
基本タイヤ接着　テープの場合はテープ代別途

ホイール調整 振れ取り　（ロックナット式は上記料金　+\550） タイヤ交換の時はタイヤ交換工賃プラス ￥800～ ￥600～ テンションUPは\2.200～（１本）

スポーク交換 1本につき（調整込み） ￥1,200～ タイヤ、スプロケットを外す場合は別途

スプロケット交換 変速調整代も含む ￥1,500～ ￥1,150～ 取付のみ　 +\660

ウェイトバランス 片側　 ￥3,300～
ウェイト代は別途請求
1枚(2.1g)あたり￥60

ホイール組み すべて購入 1本につき ￥5,800～

リムまたはハブ持込 ￥7,200～

ALL持込 スポークのみ購入もALL持工賃 ￥14,000～

ばらし 1本（スポークカットの時） ￥770～ ★スポークを緩めてばらす時は　\1,100

シフト＆ドライブ（STI、FD、RD、CN、FC、BB）

備考

タイヤ、チューブ

備考

ホイール、ハブ

備考



カンパ、フルクラムのリムに穴がないタイプの交換 ￥13,000～

★その他特殊ホイール時は別途請求 カーボンディープリムは＋\2200

ハブ グリスアップ　フロント　カップ＆コーン ￥3,950～ ￥3,300～ ベアリング交換も同価格

グリスアップ　リア　カップ＆コーン スプロケットなしの場合マイナス\550 ￥5,500～ ￥4,400～ フリーボディ部ベアリング交換も同価格

フリーボディ交換 ￥2,050～ ￥1,600～

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

ペダル、シューズ 交換 ペダル持ち込み交換の場合は￥1,100 ¥600 ¥0 当店購入車にペダル購入の場合(BIKE会員)

グリス補充(Speed Play) 左右(グリス込み) \1,800～ \1,550～

ビンディングビギナーセット　ロード/MTB共通 PD交換、クリート取付、レクチャー ￥3,300～ ￥1,100～ シューズ、ペダル両方購入時のみ会員工賃

シューズへのクリート取り付けのみ クリート位置のみの簡易フィッティング ￥2,200～ ￥550～ シューズ購入時は会員工賃

クリート 交換 固着時は別途請求 \1,100～ ￥880～ クリート購入時は会員工賃

サイコン ワイヤレス ワイヤードは別途請求 ￥1,400～ \1,000～

　　取付け ワイヤレスケイデンスなどマルチタイプはプラス キャットアイ、ポラール等 \1,750～ \1,400～

★メーターの設定など状況に応じて別途請求

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

¥3,500 ¥2,200 修理・パーツ交換が必要な場合は別途　40分以内の作業

ベーシックメンテナンスと点検用紙項目に準ずる 点検用紙あり ¥5,000 ¥2,200
当店基準に満たない自転車の点検チェック印は
押せませんのでご了承ください

イージー
メンテナンス

●エアー・ブレーキ、変速調整などの軽作業と問題箇所の指摘　※クラブ員、実業団選手特典 　 ￥0～ 基本作業時間15分以内の軽作業

初回点検 当店購入者　ベーシックメンテナンスに準ずる ¥0 購入後約三ヶ月以内。転倒破損は除く

洗車/注油 バイク　洗車・注油・磨き ¥5,500 ¥3,850

初期調整 持込自転車の初期調整　（他店購入） 通常工賃の2倍 ¥5,500

事故見積 詳細はメカニックまで なるしま購入車のみ(ファーストオーナー)

発送梱包 段ボール梱包(ダンボール代込)
ダンボールのみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成車
用￥1,100、ホイール用￥550

\9,000～ \6,000～ 別途送料を加算（送料表参照）

廃棄処分 新車購入時に乗り換えの場合のみ 持ち込み処分はしていません ￥3,850～ フレーム素材により変動します

※BIKE会員は当店で完成車及びフレームをご購入いただいたファーストオーナーのお客様

修理箇所 内容 備考 通常工賃 BIKE会員

フィッティング RETUL　ロード ¥38,500 ¥33,000

RETUL　トライアスロン ¥44,000 ¥38,500

アドバンスドフィッティング 約90分 ¥13,200 ¥8,800

バイクフィッティング 40分まで ¥4,400 ¥2,200

バイクサイズフィッティング バイク購入者向け　（作業費は別途） ¥2,200 30分以内　バイク購入時は無料

テストサドルフィッティング サドル3ケまで　（作業費は別途） ¥1,100 ¥0 30分以内　サドル購入時は無料

修理箇所 内容 備考 通常工賃 備考

オーバーホール ワイヤー交換 アウター、インナー

A バーテープ交換 他、部品代が掛かります

チェーン交換 とにかく完璧に仕上げたい方に最適

スペシャル ブレーキシュー交換

メンテナンス 各部チェック、ネジ締め付け

ハブグリスアップx2

完全バラシ ヘッドグリスアップ インテグラル

洗浄後、再組立 BBグリスアップ

ホイール調整　 振れ取り/テンション CLタイヤの場合、リムテープ交換費も含む　テープ代別途

ガラスコーティング CLタイヤ/TLタイヤ交換　 TL シーラントを入れる場合は別途シーラント代がかかります。

TUタイヤ張り替え リムテープの場合、テープ代が別途かかります。

パーツ個別　洗浄・注油

フレーム　洗浄・注油

ガラスの鎧

オーバーホール ワイヤー交換 アウター、インナー

B バーテープ交換 他、部品代が掛かります

チェーン交換 basicなオーバーホールです

フルメンテナンス ブレーキシュー交換

各部チェック、ネジ締め付け 1年～２年毎のオーバーホールに最適

回転部分含む ハブグリスアップx2

ヘッドグリスアップ インテグラル

BBグリスアップ

ホイール調整　振れ取り

CLタイヤ/TLタイヤ交換　 TL シーラントを入れる場合は別途シーラント代がかかります。

TUタイヤ張り替え TUタイヤの場合、別途取り付け料がかかります。テープ/セメント

洗車/注油

オーバーホール ワイヤー交換 アウター、インナー

C バーテープ交換 他、部品代が掛かります

チェーン交換 ケーブル類交換のオーバーホールです

スタンダード ブレーキシュー交換 定期的にメンテナンスを行っており

メンテナンス 各部チェック、ネジ締め付け 回転部の交換を最近された方に最適

ホイールチェック

回転部分以外 CLタイヤ/TLタイヤ交換　(TLRテープ交換は別途請求) CLタイヤの場合、リムテープ交換費も含む　テープ代別途

TL シーラントを入れる場合別途シーラント代がかかります。

洗車をご希望の方は通常\5,500・BIKE会員\3,850にて承ります。

オーバーホール オイル交換他 ホース交換が必要な場合　プラス￥5,500

DISCロード バーテープ交換 他、部品代が掛かります

チェーン交換

スペシャル ブレーキシュー交換

メンテナンス 各部チェック、ネジ締め付け

ハブグリスアップx2

完全バラシ ヘッドグリスアップ インテグラル

洗浄後、再組立 BBグリスアップ

ホイール調整　 振れ取り/テンション CLタイヤの場合、リムテープ交換費も含む　テープ代別途

CLタイヤ/TLタイヤ交換　 TL シーラントを入れる場合は別途シーラント代がかかります。

TUタイヤ張り替え リムテープの場合、テープ代が別途かかります。

パーツ個別　洗浄・注油

フレーム　洗浄・注油 オプション：ガラスの鎧　\8,000(特別価格)

備考

ペダル　、シューズ、サイクルコンピューター

基本料金　￥36,000 BIKE会員価格　￥25,000

メンテナンス、洗車、その他

備考

ベーシック
メンテナンス

レース前点検⇒

●エアー・ブレーキ、変速調整・各部増し締め・ホイール振れ・簡単な清掃/注油　ベル/リフレクター

その他

フィッティング

備考

オーバーホール
　　　　　　　　※オーバーホールは自転車をお預かりになります。納期に関してはお問い合わせください。(約１０～15営業日)　　※レストア・不動車は状態によりけり。メカニックと要相談

基本料金　￥55,000 BIKE会員価格　￥42,000

基本料金　￥20,000 BIKE会員価格　￥14,000

基本料金　￥43,000 BIKE会員価格　￥30,000


