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10分 ¥1,320

10分 ¥1,320

2分 ¥220

前 12分 ¥1,650

後（外装） 20分 ¥2,750

後（内装・シングル） 22分 ¥3,080

前または後 10分 ¥1,320

10分 ¥1,320

一般車 4分 ¥550

前キャリア別途取付 16分 ¥2,200

4分 ¥550

8分 ¥1,100

一般車 6分 ¥880

6分 ¥880

10分 ¥1,430

5分 ¥660

2分 ¥220

10分 ¥1,320

インナー+アウター 20分 ¥2,750

インナーのみ 12分 ¥1,650

ピアノレバー 10分 ¥1,320

グリップシフト 12分 ¥1,650

外装 R6～7速 18分 ¥2,420

10分 ¥1,320

26分 ¥3,630

シングル～７速 24分 ¥3,300

内装 4分 ¥550

外装（7段まで） 5分 ¥660

一般 6分 ¥770

Ｖブレーキ 8分 ¥1,100

一般車 10分 ¥1,320

ＡＴＢ（ルック車） 10分 ¥1,320

後 バンド・ローラー等 24分 ¥3,300

前 キャリーパーブレーキ 14分 ¥1,980

前または後 Ｖブレーキ 18分 ¥2,420

一般車 10分 ¥1,430

4分 ¥550

一般車 5分 ¥660

前輪 14分 ¥1,980

後輪 32分 ¥4,400

車輪脱着無し 前・後共通 10分 ¥1,320

前輪 24分 ¥3,300

後輪 32分 ¥4,400

前・後共通 36分 ¥4,950

前・後共通 12分 ¥1,650

※持ち込みも同価格 8分 ¥1,100

12分 ¥1,650

前輪 64分 ¥8,800

後輪 72分 ¥9,900

前 28分 ¥3,850

後 36分 ¥4,950

前 16分 ¥2,200

後 26分 ¥3,520

4分 ¥550

12分 ¥1,650

右（ギアクランク） 22分 ¥3,080

左（クランク） 14分 ¥1,980

左右 24分 ¥3,300

右（ギアクランク） 24分 ¥3,300

全ケースor内装 28分 ¥3,850

半ケースor外装（7段まで） 22分 ¥2,970

ベルト 28分 ¥3,850

一般車・7速まで 12分 ¥1,650

一般車 22分 ¥3,080

一般車 4分 ¥550

全ケース 37分 ¥5,060

半ケース（金具も交換） 24分 ¥3,300

半ケース（金具交換なし） 4分 ¥550

52分 ¥7,150

一般車 10分 ¥1,430

イオン北海道　軽快車・電動アシスト・子供車　修理工賃表

作　業　項　目 作業時間
基本工賃

（税込価格）

あんしんパック会員

（税込価格）

¥660

虫ゴム・バルブ交換(品代込み） ¥110

備考

タ

イ

ヤ

・

チ

ュ

ー

ブ

関

連

パンク修理 ¥660 2カ所目以降の追加代金は220円（1か所追加ごと）

パンク水調べ

リムテープのみ交換 ¥660
・パンク修理、タチ交換時のリムテープ交換作業は工賃無料

・車輪脱着ありの場合はタチ交換と同料金＋部品代

カ

ゴ

・

荷

台

関

連

カゴ取付け・交換（前または後）
¥275

¥1,540 チェーンドライブ・ベルトドライブ問わず

タイヤ・チューブ交換　※車輪持ち込み ¥660

タイヤ・チューブ交換

¥825

¥1,375 ブレーキ・変速調整を含む

前カゴブラケット取付け・交換 ¥550 カゴ交換と一緒の場合無料

後キャリア取付け・交換 ¥440

・カゴ修正も同様　※スポーツ車はスポーツ修理工賃表を参照ください

¥1,100 前キャリアの取付作業が別途必要なもの

前カゴステー取付け・交換 ¥275 カゴ交換と一緒の場合無料

スタンド取付け・交換 ¥330 1本足、両立足タイプ

スタンドばね取付 ¥110

幼児車アシストバー取り付け ¥440

ATBキャリアの取付け ¥715

¥660 変速調整含む

¥825 変速調整含む・グリップを外す作業を含む

外装7段まで
¥1,375 1本分の工賃

¥825 1本分の工賃

内装 ¥660

内装

リアディレーラー交換 ¥1,815 チェーン切断込み・車輪脱着料込み

フリーホイール交換（ボスフリー・シングルフリー） ¥1,650 車輪脱着有、チェーン調整含む

¥1,210 変速調整含む・グリップを外す作業を含む

ベルクランク取付 ¥660 変速調整含む

変速レバー交換

ブ

レ

ー

キ

関

連

ブレーキシュー交換 前または後
¥385

¥990

ローラーブレーキグリス注入

変速機調整（後のみ）
¥275

¥330

変

速

関

連

変速ワイヤー交換

アウター・インナーセット、アウターのみ交換も同価格

¥660

ブレーキ交換

¥1,650 後輪タイヤ・チューブ交換と一緒の作業や持込みの場合は半額（1,650円）

¥550 前後交換の場合は1,980円

ブレーキワイヤー交換 前または後
¥660

¥275 グリス代含む

ブレーキ調整 ¥330 前後調整（※Ｖブレーキ・カンチ・ロードキャリパー等はスポーツ工賃を参照）

¥1,210 ※他のタイプはスポーツ工賃表を参照ください

ブレーキレバー交換 ¥715 グリップを外す作業を含む

¥2,200 リム変形等の場合は車輪交換を提案

スポーク交換3本～（車輪着脱・振れ取り込み） ¥2,475 ・スポーク代は使用本数分別途（部品代として）

振れ取り

¥660 簡単な微調整の範囲のもの

車輪脱着有
¥1,650 リム変形等の場合は車輪交換を提案

ニップル外れ取付・交換（1個につき） ¥825 ニップル代金は別途請求、振れ取り作業含む

車輪組立
¥4,400 パーツ代は別途

スポーク交換1本（振れ取り込み） ¥825
・スポーク代は使用本数分を別途（部品代として）

・パーツ取り外し等あれば別途

スポークねじ山加工1本 ¥550 スポーク交換で使用するものは無料

¥2,475 車輪脱着込み・部品代別別途

ハブベアリング調整（ガタ調整）
¥1,100 グリス補充含む、車輪脱着を要さない場合は1,100円

¥4,950 パーツ代は別途

ハブベアリング交換
¥1,925 車輪脱着込み・部品代別途

¥825 リスクの可能性を了承頂けた場合に限り承り致します

クランク交換
¥1,540 チェーン調整・ペダル交換含む

¥1,760 グリス補充含む、車輪脱着を要さない場合は1,760円

駆

動

関

連

ベダル取り外し・取付・交換 ¥275 外しのみ、取付のみ、交換すべて一律料金

ペダルタップ（クランクネジ山加工）

車

輪

関

連

車輪交換
¥990 タイヤ・チューブ付替え含む。車輪持込の場合1,320円

¥2,200 タイヤ・チューブ付替・ブレーキ・スプロケット取付含む。車輪のみ持込の場合3,080円

フリーパワー　シリコン交換 ¥1,650 チェーン調整含む

チェーン交換

¥1,925 全ケース・半ケース共通

¥990 ペダル交換含む

フリーパワー交換 ¥1,650 チェーン調整・ペダル交換含む

チェーンジョイント交換 ¥825 全ケース・半ケース共通、部品代は別途

チェーン引き交換 ¥1,540 部品代別途、他の車輪脱着作業等と同時作業時は無料

¥1,485 変速調整含む

¥1,925

¥1,650 裏板交換時は1,100円プラス　　　

¥275 裏板交換時は1,100円プラス　　　

チェーン調整 ¥275 注油含む

チェーンケース交換

¥2,530 クランク脱着・チェーン調整含む

BBベアリング交換（BBタップ作業込み） ¥3,575 ※カートリッジBBへ交換の場合は4,400円

BBガタ調整 ¥715 増し締めのみ

※自転車本体をお買上げの際にはパーツ取り付け工賃は「無料」です 

※作業時間は目安となります。混雑状況によりお時間を頂くことがございます
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5分 ¥660
22分 ¥3,080
18分 ¥2,530
46分 ¥6,380
8分 ¥1,100

32分 ¥4,400
前 10分 ¥1,320
後 14分 ¥1,980

前・後セット 14分 ¥1,980
4分 ¥550
3分 ¥440
2分 ¥330
4分 ¥550
4分 ¥550

10分 ¥1,320
4分 ¥550

10分 ¥1,320
24分 ¥3,300
4分 ¥550

16分 ¥2,200
32分 ¥4,400
3分 ¥440
3分 ¥440
2分 ¥330

組立なし 6分 ¥880
組立式 10分 ¥1,320

引っ掛け式 3分 ¥440
組立式 10分 ¥1,320

組立済み 10分 ¥1,320
組立有り 14分 ¥1,980

2分 ¥330
2分 ¥330
1分 無料

一般車用 5分 ¥660
子乗せ専用 8分 ¥1,100

2分 ¥220
2分 ¥220

組立不要 2分 ¥220
組立必要 8分 ¥1,100

CIデッキ取付 12分 ¥1,650
CIデッキ追加パーツ 4分 ¥550

20分 ¥2,750
20分 ¥2,750
2分 無料

2分 ¥220

32分 ¥4,400

22分 ¥3,080

22分 ¥3,080

19分 ¥2,640

22分 ¥3,080

18分 ¥2,420

12分 ¥1,650

24分 ¥3,300

28分 ¥3,850

18分 ¥2,530

24分 ¥3,300

14分 ¥1,870

71分 ¥9,790

54分 ¥7,480

5分 無料

10分 ¥1,320
10分 ¥1,320

1本料金 12分 ¥1,650
5分 ¥660
4分 ¥550
4分 ¥550

20分 ¥2,750

一般車のみ 8分 ¥1,100

赤色TS 14～28インチまでの一般車 18分 ¥2,420

緑色TS 一般車・スポーツ 32分 ¥4,400

キックバイク・幼児車 40分 ¥5,500
一般車・ジュニア・折り畳み・ルック車 48分 ¥6,600

32分 ¥4,400

イオン北海道　軽快車・電動アシスト・子供車　修理工賃表

作　業　項　目 作業時間
基本工賃

（税込価格）

あんしんパック会員

（税込価格）

¥1,540
ハンドルステム交換 ¥1,265

備考

ヘ

ッ

ド

回

り

グリップ交換 ¥330
ハンドルバー交換

リテーナー交換 ¥2,200 上ワン側のみは2,200円、ガタ調整、グリスアップ込み

前ホーク交換 ¥3,190 純正品への交換に限る、付属品付け替え・調整込み

ヘッドパーツ調整
増し締め・ガタ調整 ¥550

ドロヨケブリッヂ金具取付 ¥220
ミラー取り付け ¥165

ドロヨケ取り付け・交換（ATBルック） ¥990 前もしくは後のみの場合は半額

ドロヨケステー交換 ¥275

シートポストカット ¥660 サドルの取付含む

カギ取り付け・交換

箱錠・サークル錠 ¥275

サドル交換 ¥275 やぐらタイプ

シートポスト交換 ¥275

ハンドルロック・1発2錠 ¥1,650 部品交換のみ対応・部品代別

カギ壊し

箱錠・サークル錠・ワイヤー錠など ¥275

ブレーキブースター型 ¥660 ※Vブレーキ台座取付型

ハンドルロック・1発2錠 ¥2,200
フロントライト交換 ¥220 ハンドル取付のバッテリーライトは無料

パイプカッター等で容易に破壊・切断が可能なタイプ

U字ロック・シリンダー錠など ¥1,100 時間を要し、グラインダーなど切削工具を要するタイプ

補助輪
¥440

取り外しのみの場合440円
¥660

電球交換 ¥220
ランプ接触調整（コード調整） ¥165

後
¥660
¥990

子供乗せ（同乗器）取付

前
¥220
¥660

ベル取付け・交換 無料

風防
¥330

取り外しのみ ¥165
テール・リフレクター取付け・交換 ¥165 サイドリフレクター取付は無料

カゴカバー取付 ¥110

ドレスガード取付
¥110

¥550
ハンドルカバー取付 ¥110

そ

の

他

へんしんバイクペダル取付 ¥1,375 イオンで購入したものは初回に限り無料

いきなり自転車かじとりワイヤー交換

¥550

スピードメーター取り付け
¥825 メーター組込み・調整含む（※デッキのみ取付も同価格）

部

品

取

付

・

交

換

ドロヨケ取付け・交換（軽快車）
¥660
¥990

注油のみ ¥110

¥1,375 ワイヤー代金別途

ハンドル・サドル高さ調整 無料

¥275 すでに付いているCIデッキへの組み込み

電

動

修

理

タイヤ・チューブ交換 電動ユニット内蔵車輪タイプ ¥2,200 前後共通（BB下ユニットタイプの場合は一般車工賃と同じ）

後ブレーキワイヤー交換

【電動アシスト自転車】

作　業　項　目 作業時間
基本工賃

（税込価格）

あんしんパック会員

（税込価格）
備考

ライト交換 バッテリーライト交換 ¥1,320 クロスチェック（エラー診断）の作業工賃含む

カバー内部貫通タイプ ¥1,540
変速ワイヤー交換 カバー内部貫通タイプ ¥1,540

カギ交換 タイプB ハンドルロック・後輪一体型 ¥1,650

カギ交換 タイプA バッテリ・後輪一体型 ¥825

スイッチパネル交換 ¥1,540 クロスチェック（エラー診断）の作業工賃含む

スピードセンサー交換 ¥1,210 クロスチェック（エラー診断）の作業工賃含む

ドライブユニットスプロケット大　交換 ¥1,650
ドライブユニットスプロケット小　交換 ¥935

チェーン交換 ¥1,925
テンションプーリー交換 ¥1,265

バッテリー診断（ヤマハ製品のみ） 無料 バッテリー診断機導入店舗のみ（一部診断に対応してないバッテリーあり）

駆動回り一式交換（スプロケット、テンションプーリー、チェーン、リアスプロケット） ¥4,895
アシストユニット交換 ¥3,740 クロスチェック（エラー診断）の作業工賃含む

大

人

用

三

輪

車

・

車

い

す

パンク修理 ¥660 2カ所目以降の追加代金は220円（1か所につき）

パンク水調べ

【大人用三輪車・車椅子】

作　業　項　目 作業時間
基本工賃

（税込価格）

あんしんパック会員

（税込価格）
備考

ブレーキ調整 ¥330
変速調整 ¥275

¥660
タイヤ・チューブ交換 ¥825 タイヤ交換、チューブ交換も同じ金額

点

検

・

見

積

り

ベーシックメンテナンス 無料 ブレーキ調整、チェーン（変速）調整、虫ゴム交換、注油

TSマーク点検

作　業　項　目 作業時間
基本工賃

（税込価格）

あんしんパック会員

（税込価格）

事故車見積もり作業 対象外 事故見積もり・見積書作成・写真撮影（1日～お預かり）

※自転車本体をお買上げの際にはパーツ取り付け工賃は「無料」です 

※作業時間は目安となります。混雑状況によりお時間を頂くことがございます

新車持ち込み自転車組立 （途中まで組立済みも対象）
対象外 18インチまで　製品保証なし・TS加入条件に受付

対象外 20～27型 および 7段変速までのスポーツルック車　製品保証なし・TS加入条件

割引対象外 部品交換・修理は追加料金　　※取扱い店舗限定※

割引対象外 部品交換・修理は追加料金

備考

【一式点検・事故車見積もり】

チェーン調整 ¥275
チェーン交換 ¥1,375 チェーンの加工代込み


