
シート張替・加工価格表

代表的な加工例

（国産車）※外車・社外品・その他は特殊料金になる場合がございます。

各種価格表

※1 ： シングルシートでも64cm以上の場合は、ダブルシート料金となります。 ※2 ： パイピングの色は全色からお選びいただけます。特別オプション色よりお選びいただいても追加料金は発生し
ません。※3 ： ミシンによる縫い目となります。 ※4 ： 記載の料金は、最低料金です。材料の高騰や、加工内容、あんこの状態により料金が加算される場合がございます。※5 ： 元々装備のないシー
トに新たに取り付ける事はできません。 ※6 ： ゲルザブ持込みのお客様はプロト社製ゲルザブS・SSに限り対応させていただきます。加工料金につきましては、お問い合わせください。ゲルザブ
の効力は個人差があり、効果を保証するものではございません。※7 ： あんこの上にゲルザブを貼り付けます。貼り付け場所が約1ｃｍ程高くなり、仕上がりに対してゲルザブの形が凸凹と浮き
出ます。ご理解の上ご注文ください。※8：あんこに約１cm程の溝を掘り加工します。ウレタンとゲルザブの収縮度の違いや、完全なるハンドメイドにて埋込作業を行いますので、仕上がりに
対してゲルザブの膨らみ・段差・へこみ等のバラツキが出ます。ご理解の上ご注文ください。※9 ： シート形状によって発生致します。※10 ： ご希望のデザインによって加算される場合がござい
ます。※11：元の表皮をそのまま再利用する場合のみ発生します。（部分的な再利用は行っておりません）※12 ： 基本のシート区分に関しましては、弊社にて寸法測定し決定します。

※2021年4月現在の価格 ※消費税10％
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税込価格

シングルシート
（55cm未満 ※12）

シングルLシート
（55cm以上64cm未満  ※1 ※12）

6,000円 7,000円 10,000円 12,000円～基本シート張替

ダブルシート ※12 大型シート ※12

対象外

※別途ご相談ください。

※別途ご相談ください。

張替加工代＋シート料金

  ＋3,500円   ＋4,500円  ＋7,000円～
  ＋3,000円    ＋3,500円
    ＋2,500円
    ＋3,500円
    　＋1,500円～
     　＋500円～
    　　＋1,500円～
  ＋6,000円～   ＋8,000円～
 ＋7,000円～  ＋8,000円～  ＋9,000円～  ＋10,000円～
  ＋2,500円～    ＋5,500円～
   ＋2,500円
    　 ＋200円
    　 ＋500円
    ＋200円～
    ＋1,500円～
 ＋5,000円～  ＋6,000円～  ＋7,000円～  ＋8,000円～
  ＋7,000円～   ＋8,000円～  ＋10,000円～
    
      ＋10,000円   
    ＋16,000円
      ＋9,000円
    ＋15,000円
      ＋10,000円 
  ＋2,500円～    ＋3,500円～
    ＋350円
  ＋3,000円～    ＋4,000円～
    ＋2,500円～

※鋲の無いシートに取付する際は別途取付加工料金をいただきます。

※ボタンの無いシートに取付する際は別途取付加工料金をいただきます。

※ゲルザブ料金込み

（車種により異なります。） +手数料1,500円 ※本サービスをご利用する場合は事前に必ずお電話にてご連絡ください。

※ゲルザブ料金込み

※ゲルザブ料金込み

※ゲルザブ料金込み

※ゲルザブ料金込み

※金具新規取付・交換は+1,500円いただきます。※パイピング付ベルトは+4,500円～

※9

※5

※6 ※7

※6 ※8

※6 ※7

※6 ※8

※8

※4 ※10

※11

金属・FRPベース（接着剤止め）

特別オプション色

ツートン加工（2色まで）

ツートン加工（3色以上）

パイピング／1本

タック／1本

タック／外周

高周波ウェルダー加工

デザインタック

ダブルステッチ／1箇所

タンデムベルト

鋲／1個

ボタン作成／1個

鋲・ボタン取付加工／1個

あんこ修正／1箇所

あんこ抜

あんこ盛

あんこ作成

ゲルザブS 貼り付け加工／1箇所

ゲルザブS 埋め込み加工／1箇所

ゲルザブSS 貼り付け加工／1箇所

ゲルザブSS 埋め込み加工／1箇所

ゲルパッド埋め込み／1箇所

モール脱着／1箇所

ヒモ止め／1箇所

型紙作成

ファスナー脱着・マジックテープ取付

表皮脱着（樹脂）

シート仕入代行

※5

※4

※2

※4

※3 ※4

※4

※4

※3

※3

※4

※4

有料オプション

タック パイピング タンデムベルト張替 鋲 ボタン ツートン加工

※5

別紙の注意事項・免責事項も必ずご確認ください。！



加工料金（税込）が2万円を超えると送料無料!!

■業販対応致しております。お問い合わせください。

※シート加工後、お客様にご返送する際の送料に適応されます。　※割引券などを使用して2万円を
下回る場合は適応されません。　※代引き手数料は別途いただきます。　※離島、一部地域を除きます。

TEL 052-361-4889 050-3535-8352 詳しくは マルナオ

〒454-0043 愛知県名古屋市中川区牛立町1-63
E-mail  bike@marunao.co.jp

サイトは
こちら！！

営業時間 月～金曜  /10:00～17:00
※祝祭日は営業、土・日曜は休業となります

※電話受付時間も同様となります。
※店頭持込は要予約となります。

注意事項・免責事項
ご必読ください

オーダーフォームに必要事項をご
記入の上バイクシートと一緒にダン
ボールや新聞紙等で梱包し、最寄
の宅配業者より下記住所までお送
り下さい。（お送り頂く際の送料は
お客様ご負担となります。）

シート加工後、佐川急便（e-コレクト）の代金引換にてご返送致します。クレジットカード・
デビットカードもご利用いただけます。※送料は地域によって異なります。（８００～１，４０
０円程度）※沖縄県への返送料は別途お見積りいたしま
す。一度お問合せください。※沖縄・離島の場合は別途、
中継料がかかります。※代引き手数料（３３０円～６６０
円程度）はお客様でご負担となります。

お届け・
お支払い
方法

お申し込み
方法

注意事項

免責事項

●必ず元の表皮をつけて送ってくださ
い。（事前にお申し出がない限り返却
致しません。）

●特別オプション色使用料金は2色以
上使っても同料金です。

●文字入れ・ペイント・刺繍入れはでき
ません。
●表皮材のお持ち込みはできません。
弊社見本よりお選びください。

●ヒーター入りシートの加工・シートへの
ヒーター取付等は受けておりません。
●見積連絡をご希望のお客様はご了
承頂いた後加工に入りますので納期
が延びる場合がございます。
●パンフレット・ホームページの見本は
印刷・モニターの設定により実際の
色と異なって見える場合がございます
ので、カットサンプルをご請求の上、
色の確認をお願い致します。

　サンプルと実際の表皮はロットにより
多少の誤差が生じますので、ご了承

下さい。表皮は予告なく廃番・在庫無
しとなる場合がございます。
●デザインによっては、価格表に無い金
額がかかる場合もございます。

●加工後のシートが到着次第、速やか
にシートをご確認ください。

●寸法指定は表皮及び縫製の収縮の
ため対応出来ません。
●あんこ加工の寸法指示は目安となり
ます。
●シート形状により、あんこ加工の量に
制限をかける場合がございます。また、
ご使用及び経時による形状変化はク
レーム対象外となります。
●海外への発送・注文には対応してお
りません。
●ゲルザブの効力は個人差があり、効
果を保証するものではありません。

●ゲルザブ埋め込み加工について
　ウレタンとゲルザブの収縮度の違い
や、完全なるハンドメイドにて埋込作

業を行いますので、仕上がりに対して
ゲルザブの膨らみ・段差・へこみ等の
バラツキが出ます。ご理解の上ご注
文ください。ゲルザブの効力は個人
差があり、効果を保証するものではご
ざいません。
●ゲルザブ貼り付け加工について
　貼り付け場所が約1ｃｍ程高くなり、仕
上がりに対してゲルザブの形が凸凹
と浮き出ます。ご理解の上ご注文くだ
さい。ゲルザブの効力は個人差があ
り、効果を保証するものではございま
せん。

●表皮のみの作成は行っておりません。
●タンデムベルトが付属しているシート
は、固定用金具の取外ができるかどう
かを、ご注文前にお客様ご自身で必
ずお確かめください。弊社にて取外が
できない場合（固着・リベット止め等）
や、お客様から送付されたシートで梱
包開梱時に破損・不備があったもの

は着払でご返却させていただきます。
●異素材（低反発・高反発等）による加
工済シート及び、表皮とウレタンが接
着された一体成型シート等につきまし
ては、あんこ加工・ゲルザブ加工をお
受けできません。

●基本のシート区分に関しましては、弊
社にて寸法測定し決定します。

●お客様のオーダーで完成したシートに
対して、ご使用における不都合（例：
乗り心地の悪化・加工の効果・形状
変化・前滑りする・表皮が滑る・直ぐ
に表皮が破損した等々）等はクレーム
対象外となり、返品・返金・新品シート
への交換等は一切受け付けませんの
で、ご了承の上ご注文ください。

1）商品の発注について
●シートの状態や一部車種で加工の困
難なもの 【例１：HONDA/

　FTR250リヤシート、CBR1000F（左
前方の丸パーツ再取付不可）、NM4
リヤシート（キーシリンダー取付部の
樹 脂 を 取り外して 下さい ）、
YAMAHA/V-MAX1200（中央可動
部のシートを取り外して下さい）、
V-MAX1700（構造上加工不可）、
KAWASAKI/メグロ、ロードバイク
サドル、BMW/HP2、K1200S　、
K1200R、C650、KTM/690SMCR　、
890ADV、バジャジ/ビーナスローマ、
マスタング製、ロイヤルエンフィー
ルド/ブリット、メテオ350、クラシック
350、K-SPEED製　例2：錆・腐食が
酷い状態（接着剤が使用出来ない）
例3：ゴールドウイング（特殊構造のた
め）　例4：RG250・NSR250（裏側
のピン・ワッシャーが破損しているもの
例5：BMW/Kシリーズ（FRPと樹脂
の混合硬質ベースの為、加工不可）
例6：亀裂・破損が酷い状態（更に破
損の恐れのあるシート）　例7：シート
裏面にシリコン材や錆止め等が塗装
されているもの　例8：水上バイク
シート等　例9：MVアグスタ/ブル
ターレ800】、弊社で開梱確認時、

シートに破損のあったもの、お客様と
の加工打合せの中で製作・納期・価
格がご希望に添えない場合、ご注文
をお断りする場合がございます。その
際の技術料・往復送料はお客様ご負
担となります。

●オーダーフォームへご記入がない項
目は加工を行いません。
●加工可否確認の為、もしくは加工開
始後、社外シート等であんこ素材が異
素材（低反・高反発等）等により加工
不能と当社が判断した場合は、表皮
を剥がした状態でのご返却となります。
（技術料・送料はお客様ご負担となり
ます）
2）表皮カラーに関して
●パンフレット・ホームページの見本は
印刷・モニターの設定により実際の
色と異なって見える場合がございます。

　弊社より無料でお送りしているカット
サンプルをご確認の上、ご注文下さ
い。カラー相違に関するクレームはお
受けできませんので、ご注意下さい。

3）形状変化に関して
●シートベースの強度や部品の状態・
特性により、加工後に形状が若干変
化する場合がございます。

4）防水性・耐水性・耐候性について
●防水性はございません。ミシン縫製

（表皮を糸でミシン針にて縫い合わせ
る）のため、縫い目や合わせ目、表皮
からの水の侵入を防ぐことは出来ま
せん。純正品のような防水性・耐水
性・耐候性はございません。ご理解の
上ご注文下さい。

※ご使用の際はお客様ご自身での防
水対策（シートカバーや屋内保管等）
をお願いします。
※水の侵入に関するクレームや補償は
お受け致しかねます。

5）支払い方法
●シート加工後、佐川急便（e-コレクト）
の代金引換にてご返送致します。クレ
ジットカード・デビットカードもご利用
いただけます。代引き手数料はお客
様でご負担となります。

6）商品引き渡しに関して
●受注状況・配送遅延等により発送が
通常より遅れる場合がございます。

●商品延着による結果につきましては
責任をとることができません。

●お客様と連絡が取れない場合や、お
客様都合により完成シートが運送会
社より返送された際は弊社にて3ヶ月
保管後、廃棄処分いたします。

※シート及び費用等の返却は一切行い
ません。
7）キャンセルと返品に関して

●バイクシートの張替はオーダー品と同
じです。作業途中からの変更・キャン
セルや、また、例え完成品がお客様の
思われたイメージと違ったとしても返
品はできません。

8）保証期間について
●商品の初期不良（変形等で車体取
付に支障が出る等）があった場合は7
日以内にご連絡ください。納入後3ヶ
月を過ぎた場合はいかなるクレームも
お受けいたしません。

※中古品・社外シート及び元の表皮を
そのまま再利用する場合は保証対象
外です。

※シート到着後、表皮にキズ等を発見さ
れた場合は原因特定のため、必ず梱
包材を保管いただき速やかに丸直ま
でご連絡ください。（運送会社の補償
期間は到着後1週間の為）

※ご使用によるキズ・劣化は対象外とな
ります。
9）お客様の張替データについて
●お客様の張替データは全て保存させ
ていただきます。写真は弊社の権限
によりWebサイトや広告などで使用
する場合がございます。
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(業者様のみ)

車種：

お名前
フリガナ フリガナ
個人様は氏名を、バイク関連事業者様は貴社名とご担当者氏名をお書きください。

引取  ・  発送

連絡先 電話番号 E-mail

（加工内容について確認させていただく場合がございますので、連絡が取れる番号またはアドレスをご記入ください。連絡が取れない場合は加工いたしません。）

加工上、原則縫い目が入ります。位置はどうなさいますか？ 

（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒　　　　-
都・道
府・県

市・郡
区・町 区・町

お届け先

フリガナ

1.表皮

2.縫い目

3.パイピング

4.タック

5.タンデムベルト

6.あんこ修正

位置
本数

□単色 カラーコード
□ツートン加工 カラーコード
□表皮再利用希望の場合は要相談（内容確定後に納期決定）

□おまかせ　□現在に近い位置

□縫い目の位置要相談　□その他（　　 　　　）

形式 □横　□縦　□ダイヤクロス　□現在に近い　□その他（　　　　　　  　　　　　　　）
□高周波ウェルダー

7.あんこ抜き

8.あんこ盛り

幅 □おまかせ　□（　　　）本になるように　□その他（　　　　　　　　　 　　　　　　）

□（　　　）本

色

＊カラーコードは表皮・パイピング・タンデムベルト全て共通です。弊社より無料送付しております表皮サンプルよりお選びください。

バイクメーカー： 排気量： cc

ご担当者名 様様

バイクシート張替加工オーダーフォーム

加工内容詳細及び連絡事項記入欄

バイク事業部

具体的内容（ ）

具体的内容（ ）

カラーコード　　　　　　　　
□現在に近い位置　□その他（　　　　　　　　　 　　　）

□有

□無

□有

□無

□有
□無

（  ）

＊

＊

＊

＊カラーコードは表皮と共通です。

付属パーツは、必ず取り外してお送りください。紛失・破損した場合でも一切保証いたしません。

• 裏面の注意事項・免責事項を確認されましたか？
• 加工内容に記入漏れはございませんか？ ご署名 様

記入例

●その他雑誌の切抜や写真に記入し添付して
いただいても結構です。（加工内容デザイン
がわかりやすい画像でお願いします。）

●足つきをよくしたいので、運転席のみクッション性を
　残してあんこ抜き
●デザイン画の書き方例

タック幅はおまかせで座面：Y-0

パイピング：EN‐2AL‐2

□修正する　　□シート表皮に凹凸がでる場合は修正する　　□修正しない ※ご記入がない場合は修正いたしません。
仕上がりに凸凹が出る事があります。

※高周波ウェルダーをご希望の場合は幅の指定はできません。

※ご記入のない項目は加工を行いません。記入方法でご不明な点はお問い合わせください。

※ご署名のない場合、注文を受付いたしません。

9.ゲルザブ加工 □貼り付け加工　□埋め込み加工
具体的内容（ ）※必ず着座位置にマーキングを

してください。

□張替　カラーコード　　　　　　　　　　□現物を再取付
□張替後は取り付けない（ベルト跡のあんこ修正は？ □する □しない）

＊

張替前の表皮
【縫い目例】

張替後の表皮

※ご記入がない場合は、お任せになります。

□有
□無
□有
□無

□有

□無

※施工の都合で変動します

※AL-2限定　※横のみ対応　※幅・本数の指定不可　※大型シートは対象外

※ゲルザブの効力は個人差があり、効果を保証する物ではありません。

※

※指定できない
　地域もございます。配達希望

時間指定
（個人様のみ）

定休日
（業者様のみ）

□指定なし □午前中 □12時－14時
□14時－16時 □16時－18時 □18時－20時 □19時－21時

曜
日

□見積連絡希望
□発送時連絡希望
※お客様と連絡が取れない際は、発送いたしません
のでご了承ください。
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