冬の大小メンテナンス
大小メンテナンス承
メンテナンス承ります！
ります！

暖かいおで
かいおでん
おでんやお鍋
やお鍋の季節です
季節です。
です。冬には冬
には冬のメンテナス
たくさんのことはできませんが
たくさんのことはできませんが、
ことはできませんが、単品メニューから
単品メニューから
コースメニュー・
コースメニュー・メカニカルメニューまで１
メカニカルメニューまで１台様より
承っています。
っています。お問い合わせ、
わせ、ご相談ください
相談ください。
ください。
ショックアブソーバー
ショックアブソーバーオーバーホール
アブソーバーオーバーホール受
オーバーホール受け付け中

ビルシュタイン・オーリンズ・ＣＵＳＣＯＫ・ＹＢ別タンク＆ＴＲ/ＧＲ・ＢＩＬＳ その他
通常オーバーホール、アップグレード、ストローク変更など細かなオーダーもＯＫ
12960 円/１本～
次いでと言っては何ですが、ピロアッパマウントのピロボール交換もスプリング変更も
セッティング変更もＯＫですよ。
今回オーバーホールの
オーバーホールの作業
作業１
１クーポンチケッ
台分をご依頼いただきました
お客様に
今回
オーバーホールの
作業
依頼いただきましたお
いただきました
客様に。、
次回使えるアライメント
えるアライメント割引
割引クーポンチケッ
クーポンチケットを
トを差
次回使
えるアライメント
割引
トを
差し上げています
オイル交換
オイル交換工賃
交換工賃無料
工賃無料チケット
無料チケット
CB365 ではオイル交換をされたお車には、次回に
使える「オイル交換工賃無料チケット」を差し上げま
す。交換工賃も馬鹿になりませんので、なくさない
ようにしてください。
ガード類の脱着には別途工賃がかかります。

ＬＳＤのイニシャル
ＬＳＤのイニシャル測
のイニシャル測りま専科

みなさんのＬＳＤの”効き”具合
はいかがですか？機械式ＬＳ
Ｄが入っているだけでは
ＬＳＤの効果はなし？
4 駆車両は別途

ＦＦ・ＦＲ2160 円～

単品メニューいろいろ
単品メニューいろいろ

★エンジンオイル交換・・・・540 円～
MAGICAL エンジンオイル 量り売り 030/540/1060 ・・・・・2300 円/1L
FORTEC オイル 量り売りハイパーREV0Ｗ20・・・・3780 円/1L
★ミッション・LSD オイル交換 1080 円～
MAGICAL ギアオイル 量り売り 7590R14/75140R14・・・・・・・・・・・・2300 円/1L
FORTEC レーシングギア ボトル 75W90SPEC/R4600 円/1L 75W140COMP/R 5200 円/1L
★ブレーキフルード交換
365RACING フルード・・・ 4180 円/1L FORTEC フルード・・・・・5400 円/1L
★カーボンぶっ飛ばしスタートＣＣＲ-1 1.5 倍 増量施工中 ！（強力なタイプ）
660 まで 3240 円 1500 まで 4320 円 2000 まで 5400 円 3000 まで 6480 円

進化剤で
進化剤でクルマを進化
クルマを進化させろ
進化させろ

コンデションチェック

進化剤 EARTH ZERO PLUS 施工料金
たまにはおのコンデションを
お得なエンジオイルとエレメン
見てみませんか？
ト交換がセットになったコース
ゴム類やコンプレッション測
もお勧めです。
定、ボディクラック点検・オイル漏れ確認
進化剤コース 25920 円～
サスペンションチェックなど 20 項目ほどの
コンディションテックはいかがですか
４輪アライメントコース
タイヤの変摩耗やセッティングにグー
カーボンぶっ
カーボンぶっ飛
ぶっ飛ばし大作戦
ばし大作戦
●フロントトー角調整 １２９６０円
●フロントキャンバー+トー角調整 １７２８０円 この濃厚さがたまりません！
●4 輪アライメント調整 ２１３９０円
※外車のお客様はお問い ●ＣＣＲ１ ＋ＣＣＲ2 のツープラトン攻撃
合わせください。
３気筒 660CC 19620 円～
４気筒 1600CC 25920 円～
４気筒 2000CC 27000 円～
CCRCCR-1ONE 1.5 倍増量施工中
６気筒 3000CC 38880 円～
※オイル交換を同時に施工するとでより
効果が表れます。
660CC まで
3420 円
※排気量、気筒数で変わります
1500CC まで 4320 円
※ヘッド上部にクリーナなどが装着された
2000CC まで 5400 円
お車は別途工賃が必要です。
3000CC まで 6480 円
16200 円～

16200 円～

インテークからバルブ・ピストン
まで綺麗に！

メカニカルメニュー
メカニカルメニュー

★ドライブシャフトオーバーホール・・・・10800 円～/１本
グリス・ブーツ・・・・・2160～円/１個 脱着工賃/片側・・・10800 円～
★ＬＳＤイニシャル測りま専科ＦＦ/ＦＲ・・・・・・・2160 円
あれから何年？立ったでしょうか！4 輪駆動はご相談ください。
★ＬＳＤオーバーホール 基本セットメニュー
CUSCO・ATS・ニスモ・TRD・KAAZ・STI・スズキ等
[TM 脱着・LSD オーバーホール・リペアキット・LSD オイル]
※消耗部品、オイルシール等は別途
ＦＦ/MR・・・・・75600 円～ FR/4WD リア・・・・・54000 円～
★ブレーキキャリパーオーバーホール片側 脱着・シールキット別途
１POT タイプ・ 8640 円～ ２POT タイプ 12960 円～ ４POT タイプ 17280 円～
※ブラスト・塗装は別途になります。
★ブレーキパッド交換・・6480 円/左右 持ち込みパッド交換・ 8640 円
★ディスクローター交換・ 8640 円/片側 持ち込みディスクローター交換・10800 円/片側
★ローター研磨も OK ですよ

お気軽にお
スポーツサービスＣＢ
気軽にお問
にお問い合わせください
スポーツサービスＣＢ３６５
ＣＢ３６５ TEL ０４８０４８-９７２－
９７２－６７８１
URL httpｓ
Ｅメール shop@cb365.co.jp
httpｓ://cb365.co.jp

◎お車の状態でコースの
状態でコースの内容
でコースの内容・お
内容・お値段
・お値段が
値段が変わる場合
わる場合もございます
場合もございます。
もございます。◎コースのご利用
コースのご利用は
利用は前もってご連絡
もってご連絡ご
連絡ご予約下さい
予約下さい。
さい。◎その他
その他ご要望等がございましたらお
要望等がございましたらお気軽
がございましたらお気軽にご
気軽にご相談
にご相談ください
相談ください。
ください。◎価格には
価格には消費税
には消費税が
消費税が含まれます。

