
◆時計の修理料金・技術料
店頭での修理　納期…当日～1週間

電池交換 ¥1,000 電池交換で電池が2個以上の時 1個/＋¥500

パッキン交換 ¥500 割ピン交換 ¥500

バネ棒交換 ¥200 ヨーロピアンバネ棒交換 ¥500

美錠 ¥300 ガラス交換 ￥3,000～

遊カン ¥300～800 フィット管 ¥500

バンド長さ調整 ¥500 時計丸ごとクリーニング ¥500

掛け時計ムーブ交換 ￥4,000～ 針取れ（1ヶ所）2ヶ所目～半額 ¥1,000

工房・メーカーでの修理　納期…1ヶ月～

防水検査+電池交換 ￥3,300～ ソーラー２次電池交換 
（２時電池交換+内装修理が適用） ￥8,800～

ケース・バンド研磨（のみ） ￥15,840～ ケース・バンド研磨（OH同時） ￥9,900～

ロー付け修理 
（スポット溶接）

（ 納 期 ） 
2週間

※レーザー溶接の為、 
光が届きにくい部分は難しい ￥8,000～

工房での分解掃除 別紙参照 工房でのパーツ別作や 
メーカー修理不可品の修理

要見積り 
納期…3ヶ月～

工房での分解掃除…キャンセル料等は無料

メーカー分解掃除で 
上代設定が有る場合 メーカー価格

メーカー分解掃除で 
上代設定が無い場合

メーカー価格 
＋10％

※メーカー分解掃除…キャンセル料￥3,300～￥4,400

◆時計のサポート保証
SALON DE NOJI 購入品は下記のサポートを保証します

電池交換 初回無料
時計丸ごと 
クリーニング 初回無料

パッキン交換 初回無料 バンド長さ調整 10年間無料

分解掃除 
(オーバーホール) 初回１０％OFF ※　当店が発行した保証書を必ずお持ちください



オーバーホール （ 分解掃除 ） 料金表 ※部品代は別途かかります

時　計　の　種　類 SALON DE NOJI 料金（税込）

舶　来　品 手巻式 自動巻 クオーツ
パテックフィリップ　・　ショパール　・　ピアジェ

¥59,400 ¥59,400 ¥39,600
オーディマピゲ　・　バシェロン　・　コルム（金無垢）
ロレックス　・　チュードル

¥39,600
¥59,400 金無垢

※1　パッキン・ゼンマイ交換、ケース・バンド新品仕上げ含む金額
¥49,500 SS/コンビ

※2 磨きなしの場合は9,900円差し引きます
ロレックス  ・  ゼニス  ・  オメガCO-AXIAL  ・  各クロノグラフ

¥59,400 ¥59,400 ¥39,600
中級以上のクオーツクロノ
他舶来クロノグラフ　Cal7750・2892系の合体式  ・  Cal3300系

¥49,500 ¥49,500 ¥29,700
及びオメガCO-AXIALﾑｰﾌﾞ（ｸﾛﾉ以外）　  ※3　ﾊﾟｯｷﾝ・ﾊﾞﾈ棒交換含む
パネライ ・ ＩＷＣ ・ カルティエ ・ フランクミュラー ・ コルム ・ ブライトリング

¥29,700 ¥35,640 ¥29,700
ジャガールクルト ・ ボーム＆メルシー ・ エテルナ高級品 ・ その他
オメガ一般  ・  ブルガリ  ・  エルメス  ・  ポルシェ  ・  エベル

¥23,760 ¥29,700 ¥23,760
ユニバーサル  ・  ティファニー   ・  タグホイヤ―   ・   その他
ダンヒル ・ ロンジン ・ テクノス ・ ラドー ・ シャネル ・ ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ

¥19,800 ¥25,740 ¥19,800
ディオール ・ ウォルサム ・ ハミルトン ・ オリス ・  グッチ ・ その他
ティソ  ・  シーマ  ・  エニカ  ・  セクター  ・  タグホイヤ―（Ｆ1）

¥15,840 ¥23,760 ¥15,840
ニナリッチ  ・  エテルナ  ・  その他低価格舶来品

国　産　品 手巻式 自動巻 クオーツ
クレドール ・ ＧＳ ・ ザ シチズン ・ アンティーク品 ¥23,760 ¥29,700 ¥29,700
ドルチェ ・ エクセリーヌ ・ ラサール ・ ローレル ・ エクシード

¥13,860 ¥19,800 ¥15,840
18金無垢時計 ・ ＡＧＳ ・ クロノグラフ　等
セイコー一般品 ・ シチズン一般品 ・ 国産ＤＣブランド　等 ¥9,900 ¥13,860 ¥9,900
オリエント一般 ・ オレオール ・ オリジナル時計

¥7,920 ¥13,860 ¥7,920
リコー ・ カシオ ・ アルバ ・ ベガ ・ ジュピター　等

注）1.保証期間（通常使用に限る不良・アンティーク時計は除く）

機械式中級品以上 機械式中級品未満 クオーツ
期　　間 ２年 １年 １年
対　　象 精度不良・他 精度不良・他 精度不良

※アンティーク時計に関しては１年、部品在庫中止等もあるので修理不可返却の場合もあります。

注）2. 上記料金はメーカーの一般商品の修理料金です。それ以外は見積もりになります。
注）3. 金無垢の修理品は修理ランクを１ランク上の料金を適用いたします。
注）4. アンティーク（約20年以上前のモデル）は、1.5割増し以上になります。
注）5. 限定修理（ガラスだけ/バンドだけ など）に関しては技術料5,940円プラス部品代になります。
注）6. ケース・バンド磨き料金　通常品15,840円。　OH同時の時は、9,900円。
注）7. ＯＨ時はパッキン代を含みます（劣化したパッキンは交換・一部専用パッキンは有料見積り）
注）8. メートル（ｍ）表示の修理品は防水検査（水没試験）を行っております。(ＰＬ法により）

電池交換・防水検査 ¥3,300 納　期 見積りOK！から3～4週間
外装修理基本料金（部品代は別途） ¥5,940 キャンセル料 不要 送　料 不要



◆ジュエリーの修理料金・技術料

（ 自　店 ）
指輪の
サイズ直し　

（納期）
1週間

小さく ¥2,500

大きく +1 2 3 4 5 6 7

Pt（並） ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥10,000

Pt（太） ¥4,900 ¥6,300 ¥7,700 ¥9,100 ¥10,500 ¥11,900 ¥13,300

K18/14(並) ¥3,500 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥8,500 ¥9,500

K18/14(太) ¥4,200 ¥5,400 ¥6,600 ¥7,800 ¥9,000 ¥10,200 ¥11,400

※1　自店でのサイズ直しはPt850～Pt999、K18YG、K14YGのシンプルリングに限る

（ 外　注 ）
指輪の
サイズ直し　

（納期）
2週間

小さく ¥3,600（※1 一般品以外は要見積り）

大きく +1 2 3 4 5 6 7

Pt ¥4,700 ¥5,600 ¥6,500 ¥7,400 ¥8,300 ¥9,200 ¥10,100

Gold ¥4,700 ¥5,600 ¥6,500 ¥7,400 ¥8,300 ¥9,200 ¥10,100

Silver ¥4,200 ¥4,400 ¥4,800 ¥5,200 ¥5,600 ¥6,000 ¥6,400

※1　一般品・・サイズ直しの厚さが1.5mm～3.0mmまでの指輪。（シルバーは除く） 
※2　厚さ・幅の大きい指輪は足す地金が多い為、5割増～。（シルバーは除く） 
※3　平打ち、印台は要見積り。（シルバーは除く） 
※4　WGのロジウムメッキ仕上げは￥4,800～。修理後の各種補修メッキは+￥2,500。 
※5　PGのピンクゴールドメッキ仕上げは￥4,800～。修理後の各種補修メッキは+￥2,500。

（ 自　店 ） 
指輪修理 

（ 納　期 ） 
当日～１週間

Pt/Gold/Silver
仕上げ直し、変形直し、石留め直し ¥1,000

新品仕上げ、刻印消し ¥2,500

Pt、K18/14YGに限る ロー付け ¥3,000

（ 外　注 ） 
指輪修理 

（ 納　期 ） 
2週間

Pt/Gold/Silver
仕上げ直し、変形直し、石留め、ロー付け、他 ¥4,000～

新品仕上げ ¥6,500～

※1　ロー付け2ヶ所目からは半額。 
※2　WG、PGなどの補修メッキ仕上げは+￥2,500。

（ 外　注 ） 
刻印（文字入れ） 
（ 納　期 ） 
2～3週間

Pt/Gold/Silver/ 
ステンレス/真鍮/メッキ品 

（チタンはNG）

手書き刻印（リングのみ） 
※何文字でもOK!文字数は入る分だけOK! ¥2,500

手打ち刻印（リング以外） 
※1文字にかかる値段 ¥300

※1　可能文字は【 　アルファベット  数字  to  &  ♡  ． ,　－　】 
※2　字体はゴシック体の大と小の2種類。大は少し斜め文字。 
※3　WG、PGなどの補修メッキ仕上げは+￥2,500。



（自店） 
パールネックレス 糸替え修理 （納期） 

１週間

糸　or　シリコン ショート ¥3,000

糸　or　シリコン ロング ¥4,000

ワイヤー ショート ¥3,500

ワイヤー ロング ¥5,500

（自店） 
ブレスレット 糸替え修理

糸　or　シリコン ¥2,500

ワイヤー ¥3,000

（外注） 
ブレスレット 糸替え修理

（納期） 
2週間 シリコン ¥3,500

（外注） 
念珠の糸替え修理

（納期） 
4週間 糸 ¥5,000～

各種（外注）加工 納期 金額

メッキ加工のみ（全体）

2～3週間

¥5,800～
メッキ加工のみ（部分） ¥3,800～

レーザー加工 ¥9,000
石枠交換、爪付け換え、腕変え　他 要見積り

◆ジュエリーのサポート保証
SALON DE NOJI 購入品は下記のサポートを保証します

洗浄（クリーニング） 永久無料 仕上げ直し 永久無料

変形直し 永久無料 ロー付けを必要としない切れ修理 永久無料

その他不具合 1年間無料 
（故意で無い場合に限る）

※２　当店が発行した保証書を必ずお持ちください

（ 自 店 ） 
ネック、ブレス、ピアス修理 

（ 納 期 ）当日～１週間

パーツ持参
ロー付けを必要としない切れ修理

¥500

パーツ紛失
¥500+ 
パーツ代

Pt/Gold/Silver 仕上げ直し、変形直し、石留め直し ¥1,000

Pt、K18/14YGに限る ロー付け（1ヶ所） ¥2,500

（ 外 注 ） 
ネック、ブレス、ピアス修理 

（ 納 期 ）2週間
Pt/Gold/Silver

ロー付（1ヶ所）、他　 
※パーツは別途見積り ￥4,000～

※1　ロー付け2ヶ所目からは半額。 
※2　WG、PGの補修メッキ仕上げは+￥2,500。



◆メガネの修理料金・技術料
レンズ交換 １ペア ¥3,000～ 鼻パッド

（ プラスチック ）
１ペア 無料

ネジ折れの抜き修理 １ヶ所 ¥1,000 鼻パッド
（ シリコン ）

１ペア ¥500

ロー付け修理 １ヶ所 ¥5,000～ 鼻盛り
（  クリングス型 or 一体型  ）

１ペア ¥2,000

先セル交換 １ペア ¥1,000 耳ピタ取り付け １ペア ¥500

磨き直し（艶出し研磨） 
※セルフレーム限定

１本 ¥4,000 ネジ取り付け １個 無料

◆メガネのサポート保証
SALON DE NOJI 購入品は下記のサポートを保証します

洗浄 / クリーニング 永久無料 掛け心地調整 永久無料

歪み / 変形直し 永久無料 ネジ紛失の際の取り付け 永久無料

レンズ交換　※1 
（度数が合わなかった場合に限る）

半年間 
1回無料 ナイロール糸替え修理 永久無料

レンズ交換　※2 
（故意の破損で無い場合に限る）

半年間 
半額保証

フレーム交換 
（故意の破損で無い場合に限る）

１年間 
1回無料


