
時間（ｈ） 税抜料金
0.2ｈ
0.3ｈ ¥1,800 ¥1,980 ～

¥1,000
¥600

時間（ｈ） 税抜料金
0.1ｈ ¥600 ¥660 ～

0.35ｈ ¥2,100 ¥2,310 ～

0.30ｈ ¥900 ¥990 ～

0.13ｈ ¥780 ¥858 ～

0.50ｈ ¥3,000 ¥3,300 ～

0.73ｈ ¥4,380 ¥4,818 ～

0.53ｈ ¥3,180 ¥3,498 ～

0.70ｈ ¥4,200 ¥4,620 ～

0.75ｈ ¥4,500 ¥4,950 ～

0.35ｈ ¥2,100 ¥2,310 ～

0.85ｈ ¥5,100 ¥5,610 ～

0.40ｈ ¥2,400 ¥2,640 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13ｈ ¥780 ¥858 ～

0.27ｈ ¥1,620 ¥1,782 ～

0.25ｈ ¥1,500 ¥1,650 ～

バーエンドの取付

作業内容
サドルの交換　（元の位置に装着する）調整は別途フィッティング要

シートポストの交換　（サドルの交換含む）

ハンドルの交換、ＭＴＢ（完成車）

ハンドルの交換、ロード（完成車）

ステムの交換、ＭＴＢ（クローズタイプ）（ヘッドの調整含む）

ステムの交換、ＭＴＢ(オープンタイプ)（ヘッドの調整含む）

ステムの交換、ロード（クローズタイプ）（ヘッドの調整含む）

DHバーの取り付け　（取付取り外し及び加工しないといけない場合あるので確認）

ハンドルバーのカット（完成車の状態）

作業内容
グリップの交換 　（左右両方）レバー類の移動ありの場合+\800

バーテープの交換 （左右両方）・下地テープがある場合は+￥600
ハンドルバーのカット（バーのみの状態）

ステムの着脱交換のみ（オープンクランプタイプ）

シートポストのカット

10％税込料金

10％税込料金

作業内容

1ケ年バイク点検　（各部・ネジ増し締め・チェック・簡単な調整・工賃）+別途追加

ＴＳマーク（公財）日本交通管理技術協会　賠償責任　障害保険付（1年間有効）　￥１，０００（内税）
防犯登録　（防犯協会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６００（内税）

サイクルショップすずき　スポーツバイク作業工賃表（作業内容・状況により異なります）
★他店より購入のスポーツバイクの修理承ります（パーツ等の持ち込みはご遠慮下さい）
★メーカーによっては対応出来ない作業内容もありますのでお問い合わせ下さい。 ★ＢＩＫＥ修理工賃参考価格

10％税込料金
初回点検・調整サービス（1.5ヶ月／当店販売自転車のみ）



時間（ｈ） 税抜料金
0.73ｈ ¥4,380 ¥4,818 ～

0.35ｈ ¥2,100 ¥2,310 ～

0.35ｈ ¥2,100 ¥2,310 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13ｈ ¥780 ¥858 ～

0.13ｈ ¥780 ¥858 ～

0.27ｈ ¥1,620 ¥1,782 ～

0.13ｈ ¥780 ¥858 ～

0.27ｈ ¥1,620 ¥1,782 ～

0.40ｈ ¥2,400 ¥2,640 ～

0.55ｈ ¥3,300 ¥3,630 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13 ¥780 ¥858 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.27 ¥1,620 ¥1,782 ～

0.17 ¥1,020 ¥1,122 ～

0.58 ¥3,480 ¥3,828 ～

1.08 ¥6,480 ¥7,128 ～

0.63 ¥3,780 ¥4,158 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13 ¥780 ¥858 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.33 ¥1,980 ¥2,178 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.27 ¥1,620 ¥1,782 ～

0.44 ¥2,640 ¥2,904 ～

0.55 ¥3,300 ¥3,630 ～

シフターの交換＋ディレーラー調整、ＭＴＢ　（前後どちらか）

シフターの交換＋ディレーラー調整、ロード（前後どちらか）

インナー＋アウターワイヤーの交換のみ（前後どちらか）

作業内容
ディレーラーの調整（フロント）(ディレーラー位置調整含む)

ディレーラーの調整（リア）

ディレーラーの調整　(リア)（ハンガーの調整含む）（RD着脱含む）

ディレーラーの交換のみ（前後どちらか）

パッドの交換（前後どちらか）

ディスクブレーキへの交換　(ハイドロリック)（前後どちらか）(エア抜きの必要なし)

ディスクブレーキへの交換　(ハイドロリック)（前後どちらか）

ディスクブレーキへの交換(メカニカル)（前後どちらか）

10％税込料金

シューの交換＋ブレーキの調整（前後どちらか）

作業内容
Ｖタイプブレーキの調整（前後どちらか）（シューの調整、レバーの引きしろ調整）

ロードブレーキの調整（前後どちらか）（シューの調整、レバーの引きしろ調整）

インナー+アウターワイヤーの交換　（メカニカル）(前後どちらか)

作業内容
メカニカルディスクブレーキの調整（前後どちらか）

キャリパーの調整　(前後どちらか)

ワイヤーの交換＋ブレーキの調整、ＭＴＢ（前後どちらか）

ワイヤーの交換＋ブレーキの調整、ロード（前後どちらか）

10％税込料金

ヘッドパーツの交換＋ヘッドの調整
インテグラルヘッドパーツの交換＋ヘッドの調整
ヘッドパーツのオーバーホール　（グリスアップ）（パーツ代金は別途）

インナー＋アウターワイヤーの交換のみ　(前後どちらか)（長さの調整含む）

シューの交換　（前後どちらか）(カートリッジタイプの調整無し)

作業内容 10％税込料金

10％税込料金



0.47 ¥2,820 ¥3,102 ～

0.58 ¥3,480 ¥3,828 ～

0.47 ¥2,820 ¥3,102 ～

0.73 ¥4,380 ¥4,818 ～

0.84 ¥5,040 ¥5,544 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13 ¥780 ¥858 ～

0.77 ¥4,620 ¥5,082 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.53 ¥3,180 ¥3,498 ～

0.6 ¥4,800 ¥5,280 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.73 ¥4,380 ¥4,818 ～

0.78 ¥4,680 ¥5,148 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.13 ¥780 ¥858 ～

0.3 ¥1,800 ¥1,980 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.33 ¥1,980 ¥2,178 ～

0.75 ¥4,500 ¥4,950 ～

0.47 ¥2,820 ¥3,102 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

10％税込料金

10％税込料金

　ハブのオーバーホール（前後どちらか）
　フリーの交換のみ
　フリーの洗浄
　フリーボディーの交換のみ

作業内容
　振れ取り(横）（前後どちらか）（20分以上は+時間工賃）

　振れ取り（縦、横、センター）（前後どちらか）

作業内容
　チェーンの交換
　TFS-073  チェーンの洗浄　（チェーンの着脱、注油含む)

ＢＢの交換　（クランクの着脱、BBの洗浄、Fディレーラーの調整含む）

BBのオーバーホール

クランクの交換（ペダルの着脱、Fディレーラーの調整含む）

チェーンリングの交換　（クランクの着脱、Fディレーラーの調整含む）

作業内容

作業内容

作業内容
ペダルの取付、交換　（左右両方）

ペダルのオーバーホール　（左右両）

10％税込料金

10％税込料金

10％税込料金

ディレーラーの交換、インナー・アウターワイヤーの交換
シフターの交換、ディレーラーの交換、

ワイヤーの交換＋ディレーラーの調整（前後どちらか）

シフターの交換、ワイヤーの交換＋ディレーラーの調整（前後どちらか）

ディレーラーの交換＋ディレーラーの調整（前後どちらか）



0.9 ¥5,400 ¥5,940 ～

1 ¥6,000 ¥6,600 ～

0.25 ¥1,500 ¥1,650 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.5 ¥3,000 ¥3,300 ～

0.5 ¥3,000 ¥3,300 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.25 ¥1,500 ¥1,650 ～

5 ¥33,000 ¥36,300 ～

3.33 ¥19,980 ¥21,978 ～

4 ¥24,000 ¥26,400 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.9 ¥2,400 ¥2,640 ～

0.67 ¥4,020 ¥4,422 ～

0.17 ¥1,020 ¥1,122 ～

時間（ｈ） 税抜料金
0.25 ¥1,500 ¥1,650 ～

0.17 ¥1,020 ¥1,122 ～

0.33 ¥1,980 ¥2,178 ～

0.05 ¥300 ¥330 ～

0.13 ¥780 ¥858 ～

0.05 ¥300 ¥330 ～

0.1 ¥600 ¥660 ～

0.05 ¥300 ¥330 ～

0.3 ¥1,800 ¥1,980 ～

0.33 ¥1,980 ¥2,178 ～

0.17 ¥1,020 ¥1,122 ～

0.1 ¥600 ¥660 ～  サドルバックの取付　(ベルト式は▲\300)

  ボトルケージの取付
  キャリアの取付（フロント）
  キャリアの取付（リア）
  リアキャリアの取付　(ポストバンドタイプ)

  サイクルコンピューターの取付（コードレスタイプ）
  サイクルコンピューターの取付（ケイデンス付コードタイプ)
  ライトの取付
  スタンドの取付
  ベルの取付
  鍵の取り付け

作業内容
  サイクルコンピューターの取付（コードタイプ）

作業内容
  フロントサスペンションの取り付け　（交換）

  フロントサスペンションの取り付けのみ
  リアサスユニットの交換のみ

10％税込料金

10％税込料金

作業内容
  フレームエンド修正
  パーツ乗せ換え
 ７分組みからのアッセンブル
 １０分組み

　タイヤの着脱、交換、チューブラー（クイックレリースタイプ）（前後どちらか）
　リムセメントの剥離・洗浄　（前後どちらか）

10％税込料金

　ホイール組み　(フロント）

　 タイヤの着脱、交換、クリンチャー（クイックレリースタイプ）
　タイヤの取り付け、クリンチャー（クイックレリースタイプ）

　ホイール組み（リア）



0.25 ¥1,500 ¥1,650 ～

0.5 ¥300 ¥330 ～

0.35 ¥2,100 ¥2,310 ～

時間（ｈ） 税抜料金
1 ¥6,000 ¥6,600 ～

1 ¥6,000 ¥6,600 ～

時間（ｈ） 税抜料金
¥35,000 ¥38,500 ～

0.1 ¥600 ¥660 ～

0.2ｈ ¥0 ¥0 ～

0.3ｈ ¥1,800 ¥1,980 ～

時間（ｈ） 税抜料金
～

～　クリート位置の調整（左右ポジション含む）

　12ヶ月点検　各部ボルトナット緩みチェック　目視と簡単な調整（有料）

作業内容
　ライディングポジションのチェック　（ﾊﾟｰﾂ代金・交換工賃は別途）

 　トルクチェック（ハンドル、ステム、シートクランプ、サドル）
　初回点検・調整サービス　（1.5ヶ月／当店販売自転車のみ）

10％税込料金

　ロードバイク　オーバーホール　別途、ペダル・ディスクブレーキは追加料金となります

  バイク梱包（7分箱・箱台金含む）（予約制）

  お見積り料金　（見積り作成時間によって異なります）

作業内容 10％税込料金

作業内容

  フェンダーの取付（ショート）（前後）
  フェンダーの取付（ロングフルカバータイプ）（前後）
  クリートの取付（左右）母指球ポジション設定含む

10％税込料金


	ＨＰ用　工賃表

