
メニュー� ��金� �抜金�

ピンヒール ¥1,320 ¥1,200

リフト（7×7cm�内） ¥2,200 ¥2,000

リフト（7×7cm�上） ¥3,300 ¥3000

リフト（ビブラム6mm） ¥3,300 ¥3,000

リフト（ブランドリフト） ¥3,850 ¥3,500

リフト（⾰コンビ） ¥4,180 ¥3,800

コーナーハーフ ¥3,080 ¥2,800

キスト ¥1,320 ¥1,200

積み上げ1枚 ¥1,100 ¥1,000

トップリフト�� ¥660 ¥600

つま先ラバー ¥2,200 ¥2,000

つま先レザー ¥2,750 ¥2,500

ハーフソールラバー（ビブラム1.8mm） ¥3,300 ¥3,000

ハーフソールラバー（その他） ¥3,850 ¥3,500

ハーフソールレザー ¥4,950 ¥4,500

ソール�埋め処理 ¥1,100 ¥1,000

ソールつま先�� ¥660 ¥600

オールソール�⾯アメ� ¥11,000 ¥10,000

オールソールラバー・スポンジ ¥14,300〜 ¥13,000〜

オールソールラバー（ダイナイト） ¥16,500 ¥15,000

オールソールレザー ¥16,500〜 ¥15,000〜
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インソール�⾰（レディース） ¥2,200 ¥2,000

インソール�⾰（メンズ） ¥2,750 ¥2,500

半インソール�⾰ ¥2,200 ¥2,000

インナーパット ¥2,200 ¥2,000

ヒール�⾰（スムース） ¥3,850 ¥3,500

ヒール�⾰（スタック） ¥5,500 ¥5,000

ヒール�⾰（��スタック） ¥1,650 ¥1,500

ヒール��（プラスチック） ¥5,500 ¥5,000

ヒール��（⾰�） ¥6,600 ¥6,000

ヒール��（スタック） ¥8,250 ¥7,500

ヒール打ち�し ¥1,650 ¥1,500

ヒールカット ¥1,100 ¥1,000

ほつれ�い（10cm�内） ¥1,650 ¥1,500

ほつれ�い⼿�い（5cm�内） ¥2,200 ¥2,000

ファスナー�� ¥7,700〜 ¥7,000〜

すべり⾰ ¥3,300 ¥3,000

すべり⾰ ⼤ ¥6,600 ¥6,000

すべり���（⽚⾜） ¥1,100 ¥1,000

すべり��い ¥5,500 ¥5,000

すべり⼝（15cmまで） ¥2,750 ¥2,500

すべり⼝（16cm�上） ¥4,400 ¥4,000

ミュールゴム�� ¥1,650 ¥1,500
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ミュールゴム��（⾰�きゴム） ¥2,200 ¥2,000

甲ゴム�� ¥3,300 ¥3,000

サイドゴア�� ¥3,300〜 ¥3,000〜

カシメ�� ¥1,100 ¥1,000

ハトメ�� ¥1,100 ¥1,000

��・S�フック�� ¥1,650 ¥1,500

ドットホック�� ¥1,650 ¥1,500

ビット��（⽚⾜） ¥3,300 ¥3,000

タッセル��（⽚⾜） ¥2,750 ¥2,500

マジックテープ��（1箇�） ¥3,300 ¥3,000

パンク�理�� ¥2,750 ¥2,500

パンク�理�い ¥3,850 ¥3,500

当て⾰�� ¥1,980 ¥1,800

当て⾰�い ¥3,080 ¥2,800

��作成 ¥7,700〜 ¥7,000〜

�� ¥550 ¥500

ソール�� ¥1,650 ¥1,500

ストレッチ ¥1,650 ¥1,500
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��き ¥1,100 ¥1,000

��き（ブーツ） ¥1,650 ¥1,500

��き（ロングブーツ） ¥2,200 ¥2,000

���クリーニング（リフレッシュ） ¥3,850 ¥3,500

��ブーツクリーニング（リフレッシュ） ¥4,950 ¥4,500

���ロングブーツクリーニング（リフレッシュ） ¥5,940 ¥5,400

�⼠�クリーニング（リフレッシュ） ¥4,510 ¥4,100

�⼠ブーツクリーニング（リフレッシュ） ¥5,720 ¥5,200

�⼠ロングブーツクリーニング（リフレッシュ） ¥5,940 ¥5,400

���クリーニング（ポイントカラー） ¥5,940 ¥5,400

��ブーツクリーニング（ポイントカラー） ¥6,930 ¥6,300

���ロングブーツクリーニング（ポイントカラー） ¥8,140 ¥7,400

�⼠�クリーニング（ポイントカラー） ¥6,600 ¥6,000

�⼠ブーツクリーニング（ポイントカラー） ¥7,000 ¥7,700

�⼠ロングブーツクリーニング（ポイントカラー） ¥8,140 ¥7,400

���クリーニング（カラーリング） ¥8,140 ¥7,400

��ブーツクリーニング（カラーリング） ¥9,020 ¥8,200

��ロングブーツクリーニング（カラーリング） ¥9,790 ¥8,900

�⼠�クリーニング（カラーリング） ¥8,690 ¥7,900

�⼠ブーツクリーニング（カラーリング） ¥9,350 ¥8,500

�⼠ロングブーツクリーニング（カラーリング） ¥9,790 ¥8,900
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���クリーニング（リカラー） ¥13,200 ¥12,000

��ブーツクリーニング（リカラー） ¥16,500 ¥15,000

��ロングブーツクリーニング（リカラー） ¥19,800 ¥18,000

�⼠�クリーニング（リカラー） ¥13,200 ¥12,000

�⼠ブーツクリーニング（リカラー） ¥16,500 ¥15,000

�⼠ロングブーツクリーニング（リカラー） ¥19,800 ¥18,000

シューズ���⼯ ¥2,200 ¥2,000

ブーツ���⼯ ¥2,750 ¥2,500

ロングブーツ���⼯ ¥3,300 ¥3,000
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