
メニュー� ��金� �抜金�

ほつれ�い（1箇� 10cmまで） ¥1,650 ¥1,500

ほつれ�い（10cm�上 1cmあたり） ¥110 ¥100

カット�理（ベルト、ショルダー、など） ¥3,850 ¥3,500

ファスナー��（〜30cm） ¥7,700 ¥7,000

ファスナー��（31〜40cm） ¥8,800 ¥8,000

ファスナー��（41〜50cm） ¥9,900 ¥9,000

ファスナー��（51〜60cm） ¥11,000 ¥10,000

ファスナー��（61〜70cm） ¥12,100 ¥11,000

ファスナー��（71〜80cm） ¥13,200 ¥12,000

ファスナー��（81〜90cm） ¥14,300 ¥13,000

ファスナー��（財布） ¥14,300 ¥13,000

�き⼿作成 ¥3,850 ¥3,500

当て⾰�い（�常）1箇� ¥5,500 ¥5,000

当て⾰�い（�常）2箇� ¥9,900 ¥9,000

当て⾰�い（�常）3箇� ¥13,200 ¥12,000

当て⾰�い（�常）4箇� ¥15,400 ¥14,000

当て⾰�い（�常）5箇� ¥17,600 ¥16,000

当て⾰�い（�⾰）1箇�10cmまで ¥3,850 ¥3,500

当て⾰�い（�⾰）1箇�11cm�上10cmあたり ¥770 ¥700

バインダー 1箇�10cmまで ¥3,850 ¥3,500

バインダー 1箇�11cm�上10cmあたり ¥770 ¥700

パイピング 1箇�10cmまで ¥4,950 ¥4,500

SHUHARI吉���∕�⽥モディ�∕�草⼯� ��価�⼀��
バッグ�理・クリーニング
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メニュー� ��金� �抜金�

パイピング2箇� ¥9,900 ¥9,000

パイピング3箇� ¥13,200 ¥12,000

パイピング4箇� ¥15,400 ¥14,000

�⾰作成（�常）1箇� ¥5,500 ¥5,000

�⾰作成（�常）2箇� ¥9,900 ¥9,000

�⾰作成（�常）3箇� ¥13,200 ¥12,000

�⾰作成（�常）4箇� ¥15,400 ¥14,000

�⾰作成（ベルト状）30cmまで ¥8,800 ¥8,000

�⾰作成（ベルト状）31cm�上 1cmあたり ¥110 ¥100

⾰�ぎ�� 1箇� ¥5,500 ¥5,000

⾰�ぎ�� 2箇� ¥9,900 ¥9,000

⾰�ぎ�� 3箇� ¥13,200 ¥12,000

⾰�ぎ�� 4箇� ¥15,400 ¥14,000

サル⾰作成 ¥2,750 ¥2,500

�⼿の���（1�） ¥5,500 ¥5,000

持ち⼿作成�� ⼿提げタイプ 45cmまで（1�） ¥8,800 ¥8,000

持ち⼿作成�� ⼿提げタイプ 45cmまで（2�） ¥16,500 ¥15,000

持ち⼿作成�� �がけタイプ 45〜70cmまで（1�） ¥11,000 ¥10,000

持ち⼿作成�� �がけタイプ 45〜70cmまで（2�） ¥18,000 ¥19,800

持ち⼿作成�� ショルダータイプ 70cm�上（1�タイプ） ¥16,500 ¥15,000

持ち⼿作成�� ショルダータイプ 70cm�上（ベルトタイプ） ¥22,000 ¥20,000

持ち⼿作成��（盛�タイプ）40cmまで ¥11,000 ¥10,000
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持ち⼿作成��（ハンドルタイプ）1� 16,500 ¥15,000

チェーン+⾰紐作成（マトラッセタイプ） 16,500 ¥15,000

コバ�� 70cmまで 1箇� ¥3,300 ¥3,000

コバ�� 70cmまで 2箇� ¥5,500 ¥5,000

コバ�� 70cmまで 3箇� ¥7,150 ¥6,500

コバ�� 70cmまで 4箇� ¥8,800 ¥8,000

マジックテープ�� 10cmまで ¥3,850 ¥3,500

マジックテープ�� 11cm�上 ¥5,500 ¥5,000

カシメ�� ¥1,100 ¥1,000

ハトメ�� ¥1,100 ¥1,000

��� ¥2,200 ¥2,000

ホック�� ¥3,300 ¥3,000

ギボシ�� ¥1,650 ¥1,500

ナスカン�� ¥3,300 ¥3,000

Dカン�� ¥2,750 ¥2,500

���� ¥2,750 ¥2,500

マグネットホック�� ¥5,500 ¥5,000

内���Sサイズ 落とし式 1�� ¥14,300 ¥13,000

内���Mサイズ 落とし式 1�� ¥22,000 ¥20,000

内���Lサイズ 落とし式 1�� ¥37,400 ¥34,000

内���Sサイズ 落とし式 2�� ¥19,800 ¥18,000

内���Mサイズ 落とし式 2�� ¥27,500 ¥25,000
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内���Lサイズ 落とし式 2�� ¥42,900 ¥39,000

内���Sサイズ 貼り�み式 1�� ¥28,600 ¥26,000

内���Mサイズ 貼り�み式 1�� ¥44,000 ¥40,000

内���Lサイズ 貼り�み式 1�� ¥74,800 ¥68,000

内���Sサイズ 貼り�み式 2�� ¥39,600 ¥36,000

内���Mサイズ 貼り�み式 2�� ¥55,000 ¥50,000

内���Lサイズ 貼り�み式 2�� ¥85,800 ¥78,000

カブセ裏�� ¥11,000 ¥10,000
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バッグクリーニングSサイズ（リフレッシュ） ¥6,600 ¥6,000

バッグクリーニングMサイズ（リフレッシュ） ¥8,800 ¥8,000

バッグクリーニングLサイズ（リフレッシュ） ¥11,550 ¥10,500

バッグクリーニングSサイズ（カラーリング） ¥9,350 ¥8,500

バッグクリーニングMサイズ（カラーリング） ¥16,500 ¥15,000

バッグクリーニングLサイズ（カラーリング） ¥19,800 ¥18,000

バッグクリーニングSサイズ（リカラー） ¥19,800 ¥18,000

バッグクリーニングMサイズ（リカラー） ¥24,200 ¥22,000

バッグクリーニングLサイズ（リカラー） ¥29,700 ¥27,000

コンビ��（オプション） ¥2,200 ¥2,000

ステッチ�し（オプション） ¥3,300 ¥3,000

バッグ���⼯Sサイズ ¥3,300 ¥3,000

バッグ���⼯Mサイズ ¥4,400 ¥4,000

バッグ���⼯Lサイズ ¥5,500 ¥5,000
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ジャケットクリーニングレギュラーサイズ（リフレッシュ） ¥9,350 ¥8,500

ジャケットクリーニングハーフサイズ（リフレッシュ） ¥12,100 ¥11,000

ジャケットクリーニングロングサイズ（リフレッシュ） ¥14,300 ¥13,000

ジャケットクリーニングレギュラーサイズ（カラーリング） ¥26,400 ¥24,000

ジャケットクリーニングハーフサイズ（カラーリング） ¥33,000 ¥30,000

ジャケットクリーニングロングサイズ（カラーリング） ¥44,000 ¥40,000

ジャケットクリーニングロングサイズ（リカラー） ¥33,000 ¥30,000

ジャケットクリーニングロングサイズ（リカラー） ¥44,000 ¥40,000

ジャケットクリーニングロングサイズ（リカラー） ¥55,000 ¥50,000
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