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特選プロショップガイドはスキーネットでもご覧になれます

No.1スキー総合サイト skinet.jp
http://www.skinet.jp/

今年も各メーカーから最先端のテクノロジーを注ぎ込んだ、最新マテリアルが出
そろった。その最新マテリアルの性能をフルに発揮させるにはテクニックはもちろ
んのこと、自分に合ったマテリアルとチューンナップが必要不可欠だ。ここで紹介
するプロショップは道具選びからチューンナップまで、豊富な経験と匠の技でアナ
タの最高のパフォーマンスを引き出すための心強いパートナーとなってくれるハ
ズだ。来たるシーズンに備えジャストフィットマテリアルを手に入れよう！　さぁ急げ！！

特選プロショップガイド18~19
プロの匠の技でキミの滑りが進化する！！

モイワ山荘（北海道）
ホワイトデポ（北海道）
パドルクラブ（北海道）
チューンナップファクトリーT.C.S.（長野県）
サポートファクトリー オーレ（群馬県）
スキークリニック スキッド（埼玉県）
神田ブーツ研究（東京都）

FOOT PRO STATION（東京都）
プロショップダイチ（東京都）
J-HOUSE（東京都）
クレブスポーツ六日町（新潟県）
AG-TUNE（三重県）
タナベスポーツ（大阪府）
Ski Pro Shop Daa（福岡県）

プロショップ一覧

お客様の技術、体力、目的、足形などに合わせてスキー板、ブーツ、
用具の選択、セッティング、メンテナンス、技術的なアドバイスまで
年間を通じてご相談をお受けしております。スキーブーツ作成は現

在のマテリアルの進化に伴い、日常の動作も考慮し身体に優し
いセッティングを煮詰めていく方法で実施されます。また、シーズン
イン以降も雪上感覚をセッティングに反映しながら、ブーツの調整、
スキー板の相談やスキー技術のお悩みもスクール部門サッポロ
スキークリエーティブを開設しております。販売面では、お買い得
品満載のWEB SHOPも展開！　全国発送可能です。

【当店ブーツ購入＆加工】
ブーツ購入料金＋使用パーツ料金（fitting料込み）

【持込ブーツ＆加工】
基本加工料金￥32,400－ ＋ パーツ料金 ＋ 程度により別途見
積もり

【取り扱いブーツ】
ラング、ロシニョール、ノルディカ、アトミック、サロモン、テクニカ、フィッ
シャー、AVIRIVA

【取り扱いインソール】
SIDASモデューロ＆ポディアテックシステム

【取り扱いスキー】
オガサカスキー、ブラストラック、その他輸入メーカー
＊購入相談、ブーツ加工作成などは予約制で実施しております。

〒064-0913
北海道札幌市中央区南13条西23丁目5-15
☎011-374-1717　FAX.011-563-1156
mail／moiwa-sansou@sapporostudio.co.jp
URL／http://www.sapporostudio.jp/
●営業時間／10:00AM〜19:00PM
●定休日／水曜日
●駐車場／有り
●交通／地下鉄円山公園駅からバス啓明ターミナルへ

北海道 モイワ山荘
雪上感覚重視のブーツフィッティング専門店、スキースクール展開
オガサカスキー専門販売、お買い得品有！　WEB SHOPも同時展開

1982年開店以来、ナショナルデモやオリンピック選手などのトッ
プアスリートからお子様のスキーまで幅広いお客様に支えられて
いる北海道の老舗です。スキーチューンナップは全て手仕上げ（ス
トラクチャー加工はストーンマシーン使用）と徹底したこだわりを持っ
て行なっています。その他スキーのことなら何でもご相談に乗りま
すので是非1度足を運んでください。

【スキー】
●ノーマルチューン　￥9,000（ストーン仕上げエッジ手仕上げ ソー

ルリペア　ベースWAX）
●レースチューン　￥10,000〜
●デモチューン　￥10,000〜（エッジ角度指定可）

〒005-0034
北海道札幌市南区南34条西11丁目3-1
☎011-582-4613　FAX.011-582-4613　
mail／white-depot@jcom.home.ne.jp　
URL／http://ameblo.jp/white-depot/　
●営業時間／10：30〜20：00
●定休日　水曜日　
●駐車場／3台駐車スペース有り　
●交通／バス　じょうてつバス南34条西10丁目　下
車徒歩1分　札幌駅より車で約15分、国道230号に
面しています

北海道 ホワイトデポ

北海道初のスキーチューン専門店
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オーレではチューンナップ+サーモワックス+ブーツチューンナップ
で最高の滑りをご提供いたします。

●スキーチュンナップ
　ベーシックチューン 6,600円（税込）
　コンセプトチューン 8,000円（税込）
●超低温サーモワックス
　Aコース 7,500円（税込）
　Bコース 9,500円（税込）
　Cコース 10,500円（税込）
●ブーツチューン
　レギュラーチューン 48,000円（税別）
　デモチューン 55,000円（税別）
　レーシングチューン 65,000円（税別）

チューンナップファクトリーT.C.S.では、お客様とのコミニュケーショ
ンを大切に、基本に忠実なチューンナップを心掛けています。ア
ルペンワールドカップ、技術選などの幅広いサービス活動を通じて
常に最新の情報を取り入れ、その情報をもとに各ユーザーのレベ
ルに合った最新のチューンナップを施しています。T.C.S.のチュー
ンでスキーの楽しさ、切れ、スピードを体験し、快適で安全なスキー
ライフをお送りください。

●RS（レーシングストラクチャー）スペシャル+ワックスフューチャー
　センターウェーブ（技術系）、クロス（技術系、高速系）、レーシン

グツリー（技術系）等のストラクチャーが選択できます。
　［フラットだし→ストラクチャー（選択可）→エッジ手仕上げ（角度

指定、TRIone使用の選択可）→ワックスフューチャー］
　エッジ最終仕上げは基本的にはサンドペーパーですが、TCSオ

リジナルストーンでの仕上げも可能です。¥17,000＋税
●スペシャル
　［フラットだし→ストラクチャー（クロス）→エッジ手仕上げ（角度

指定可）→ワクシング］

　エッジ最終仕上げは基本的にはサンドペーパーですが、TCSオ
リジナルストーンでの仕上げも可能です。 ¥12,000+税

●レベルアップ（基礎、レース入門） ¥10,000＋税
●チルドレンスペシャル（小学生以下） ¥7,000＋税
●ピスラボ、プラスノー専用チューン ¥5,000＋税
●ワックスフューチャースピード　WAXFUTURE SPEED
＊滑走面の状況により作業がおこなえない場合もございますので

ご了承ください。¥5,000+税
　スペシャルとのセットで¥3,000＋税

〒370-1133　群馬県佐波郡玉村町上新田621-12
☎0270‐50-1112　FAX.0270-50-1113
mail／fwpcf140@yahoo.co.jp
URL／http://www.hamar-d.co.jp/
●営業時間／平　　日　11:00〜19:00
　　　　　　土日祝日　11:00〜19:30
●定休日／毎週水曜日
●駐車場／有
●交通／高崎玉村IC　新潟方面出入口より1,000m
　　　　高崎玉村IC　東京方面出入口より350m

〒386-2204
長野県上田市菅平高原1223-6797
☎0268-75-8667　FAX.0268-75-8669　
mail／info@tcs-s.com　
URL／	http://www.tcs-s.com/
	 	 https://www.facebook.com/tuneupTCS/
●営業時間／9：00〜17：00
●定休日／毎週水曜日、11月〜4月は不定休　要確認
●駐車場／有り　
●交通／長野県菅平高原セブンイレブン　すぐそば！

群馬県

長野県

サポートファクトリー　オーレ

チューンナップファクトリーT.C.S.

最高の滑りをあなたへ！！

トップ選手達を支えるスタッフが、そのノウハウを皆様にフィードバック！
レーシングストラクチャーパッケージ搭載のストーンマシーン導入！
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バックカントリー・テレマーク・基礎スキー・レーシングスキーとさまざ
まなお客様のニーズに応え、あらゆるスキー用品を取りそろえてます。
一年中スキー用品の相談はもちろん、細かい相談までスタッフが
親身になってお受けいたします。また、スタッフによるフィールド情
報もFACEBOOKやBLOG等で随時更新しています。

当店のモットーは「よく遊び、よく学べ」。スキー技術もフィールド環
境も日々 進化していきます。我 ス々タッフもお客様と共に日々 成長し、

「本当の最新情報」を発信していきます。
夏は「OUTDOOR用品」や、今話題の「スタンド アップ パドルボー
ド（SUP）用品」も在庫しており、一年中遊び道具を提案させてい
ただいています。最新情報はHP、FACEBOOK、BLOG等で是
非ご覧になってください。2018年秋にパドルクラブ手稲前田店（ス
キーショップ）がオープン予定！！

スキーチューンナップ
レーシング仕上げ　¥10,800（購入時の場合は¥9,720）
オールラウンド仕上げ　¥7,560（購入時の場合は¥6,480）
ワックスフューチャー　¥4,320（WAXのスクレイピングなしの場
合¥3,780）
ワックスフューチャーは滑走面の状態によっては出来ない場合が
あります。また、ワックスフューチャーは当店購入の板のみとさせて
いただいています。ご了承くださいませ。

〒004-0042　札幌市厚別区大谷地西1丁目2-10
☎011-890-8777　FAX.011-890-8780
mail／mail@paddke-club.com
URL／www.paddle-club.com/
●営業時間／夏季10：30〜19：30
	 	 冬季平日10:30〜20：00
	 	 日祝10:30〜19:30
●定休日／水曜日
●駐車場／有り

北海道 パドルクラブ札幌店
レーシングからバックカントリーまで扱うスキー総合専門店。
遊ぶフィールドに合わせて丁寧に接客します
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今お使いのブーツのサイズ、本当に合ってますか？
インソールはしっかりと感覚が伝わってきますか？
膝はいい方向に動きますか？　ブーツの硬さは適正ですか？
今までぴったりとしたブーツを履いたことがない、何度買い替えて
も痛みがとれないなどブーツに関して色々悩みをお持ちの方是非
一度ご来店下さい。当店では足の歪みを矯正したインソールをお
作りした上でジャストサイズのブーツでフィッティングさせていただき
ます。FOOTPROで今までにないホールド感と快適性、パフォーマ
ンス性の高さを体感してください。

●FOOTPROオリジナルインソール　￥20,000
●カスタムインソール　￥15,000    
●当たり調整1か所　￥2,000
●サーモインナー成型　￥3,000
●ソールリフター取り付け　￥10,000
●ソールフラット出し　￥8,000
●コバガード取り付け　￥1,0000
●シェル全体成型　￥20,000

神田で50年も仕事をしてきたオヤジの匠の技を受けられるのもあと数年。神田ブーツ研
究の創業は1990年、多くのスキーヤーのブーツの悩みを解消すべく日々研究を続け、特
にフォーミングインナーブーツの作成は２万足を超え、世界的にも有数の実績を誇ります。
匠いわく「ブーツシェル全方向形成、ブーツクリーニング、ブーツ防水加工などブーツの販
売だけでなく、スキーヤーの為の仕事を身体の続く限り頑張ります。足型無料診断は多く
の方々に行ないたいと思います。ぜひお越しください! ! 」とのこと。

●シトローツ　オーダーメイドブーツ　￥152,000本体価格（税別）
●レクザム、ラングブーツ特別価格・チュー

ンナップ5年保証
●KBLフォーミングインナー作成込価格
　￥52,000〜
●KBLインソール　￥9,800〜
●ブーツチューンナップ　￥10,800〜
●ブーツ防水加工　￥4,700〜
●ブーツクリーニング　￥4,700〜
●カントジャッジメントイージー調整
　￥3,000

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-10　オオタビル３F
☎03-3294-4010　FAX.03-3294-4010
URL／http://www.sports-kanda.com/
　　　	kameiten/boots/index.html
●営業時間／11:00〜19:00
●定休日／土曜日
●駐車場／無
●交通／JR御茶ノ水駅から徒歩５分、東京メトロ神保町
駅から徒歩４分　駿河台下交差点

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町3-2-6
☎03-5577-6701　FAX.03-3293-6879
mail／kobayashi@footpro.jp
URL／http://www.footpro.jp
●営業時間／11:00〜19:00
●定休日／火曜日
●駐車場／無
●交通／JR御茶ノ水駅から徒歩5分、東京メトロ新御茶
ノ水駅から徒歩2分

東京都

東京都

神田ブーツ研究

FOOT PRO STATION

スキーブーツ一筋

スキーブーツのチューンナップと
スポーツ用カスタムオーダーインソールの専門店

至・新宿

1F 小諸そば

かんだブーツ研究
3F

JR
お茶の水

駿河台下
交差点

靖国通り

日本のスキー界にチューンナップを導入し、35年以上チェーンナッ
プに打ち込んできました。老舗としての技術・ノウハウをベースに、
主要スキーメーカーとの緊密な連携、最新高価なチューンナップ
マシンを率先して導入等、日本のチューンナップの技術革新に努

めております。スキー・スノーボードのチューンナップは他には真似
の出来ない“SKIDのコンセプト”で「No,1の自信あり！」です。チュー
ンのみならず海外メーカーのメンテナンス部門を担当するほどの
高い技術力。料金・技術・仕上がり、すべてにおいて満足のゆくサー
ビスをご提供いたします。

●スタンダードコース：スタンダードという名の高品質チューン　
￥8,000

●カスタムコース：競技〜基礎上級者向けスーパーハイクオリティ
チューン　￥13,000

●プレチューン：
　新品板の事前整備。

ビベル調整&ベース
　WAX　￥4,000
●ジュニア／
　スキーボードコース
　￥4,500 

〒340-0835　埼玉県八潮市浮塚234-3
☎048-998-7521　FAX.048-997-2701
mail／otoiawsase@skid.jp
URL／http://www.skid.jp
●営業時間／10:00〜18：00（土日祝は10:30〜
17：00）

●定休日／土日祝（夏）、日祝（春、冬）
●駐車場／あり
●交通／車：首都高6号線・八潮南ランプから3分
　電車：つくばエキスプレス「六町」駅から徒歩12分

埼玉県 スキークリニック スキッド（ファクトリーショップ スキッディ）

最新鋭チューンをリーズナブルプライスで！

プ
ロ
シ
ョ
ッ
プ
ガ
イ
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クレブ契約アスリートが半端ない！　第55回全日本スキー技術
選手権8ポイント差からの逆転優勝、吉岡大輔。ウェンゲンで行な
われたアルペンコンバインド競技にて初のWCポイントを獲得した
須貝龍。平昌五輪で男子カーリング8位入賞のSC軽井沢クラブ。
大活躍のクレブ契約アスリートから今後も目が離せません。クレブ

スポーツ六日町から二つの大きなニュース。一つは、ストレッチ&フィッ
トネスジム「からだメンテナンスラボ エイトフィットスタジオ」が店内
にオープン。北関東・甲信越エリア初導入の「QUEENAX」はじ
め最新マシンを完備。健康志向の方からアスリートまで満足のいく
ジムとなっています。さらにもう一つは、アルペンWC通算88戦出
場の長谷川絵美がク
レブスタッフに。アスリー
ト経験を活かしショッ
プとフィットネスの二
刀流で皆様を笑顔に。
今シーズンも大注目の
雪国の専門店「クレブ
スポーツ六日町」

小・中・高・大学生の学生競技スキー選手を応援する「スキー部
応援団」、50歳以上の競技スキーヤーを応援する「クレブマスター
ズスキー応援団」と全国地域を問わず、メンバー会員を募集して
おります。入会は無料です。詳しくは店頭にてご案内させていただ
いております。

28シーズン目を迎えるジェイハウスでは、長年積み重ねてきた経
験と明確な理論、確かな技術をもとに、ハードマテリアルのチュー
ニング・加工改造を専門に行なっております。スキー・ボードはフラッ
トで滑らかな面を作るため、滑走面とエッジの相互関係にこだわ
り続け、ブーツはとにかく足と一緒にご持参ください！ 

自分の身体や技術に合うチューンは？ ブーツは？ モデルは？ など
全てのご相談にお答えいたします。開業以来「お客様とのコミュ
ニケーションを大切に！」と考えてきた方針を守り、ご納得いただけ
る仕上がりをご提供いたします。
★メンバー登録（無料）で料金の割引や、色々のお得情報、スキー
用具の販売など等、詳しくはHPをご覧ください。是非一度お試しく
ださい。

【スキー】●フルチューンナップ＝￥9,000　●オーダーチューンナッ
プ＝￥13,000

【ボード】  ●スタンダードチューンナップ＝￥9,000　●フルチュー
ンナップ＝￥11,000〜

【ブーツ・予約制】●足部診断＝￥2,000　●アライメント調整
＝￥2,000 〜￥30,000　●イ
ンソール各種＝￥8,400〜★そ
の他ビンディング取付け･移動、
各種修理など。お問合せくださ
い★「スキーグラフィック見た」
でスキー・ボードチューンナップ
￥1,000割引いたします。

プロショップダイチでは以前より多くのスキー選手のブーツチュー
ニングや用具のフィッティングをプロの専門知識でサポートをして
きました。最近では、アルペンレースで話題の前田知沙樹選手の
成長をサポート中。プロスタッフ、プロコーチのスキー場でのサポー
トから各種スキーレッスンも好評開催中です。当店でお買い上げ
のスキーにはプレチューンを4,900円で割引サービス。また、ブー
ツには無償で何度でもフィッティングを行ないます。シンデレラフィッ
トによる痛くないスキーブーツのフィッティング、更にはオーダーメイ

ドのスペシャルインソールで、滑りの癖の改善も可能です。商品
構成はレーシング・エキスパートから中級者・中高年向きのものま
で多岐にわたります。店長の遠藤に何なりとご相談ください。雪上
レッスンは遠藤寿郎コーチの中高年対象の白樺高原ダイチスキー
キャンプ（定期開催）、新谷起世コーチと飛鳥井匠哉コーチの菅
平高原レーシング・テクニカルレッスン（毎日開催）、丁寧で親身な
指導で好評開催中です。

V-Themoフルチューンナップ 7,800円　フルチューンナップ
5,800円　プレチューン 4,800円　インソール10,000円からス
キーやブーツを当店でお買い上げの方にはチューンナップやブー

ツのフィッティングを無償でサー
ビスさせていただきます。スキー
ニューモデル15％引き以上確
実、旧モデル半額などの商品
も多々ございます。ブーツにつ
いてもニューモデル10％以上
割引にて「フィッティング無料」
にて大変お得になっております。
ご相談ください。

新潟県 クレブスポーツ六日町
365日スキーを取扱う雪国の専門店
スポーツ応援団・クレブスポーツ六日町

〒226-0027　横浜市緑区長津田1-20-9
☎045-981-4622　FAX.045-981-4622
mail／cs@jhouse.yokohama
URL／http://jhouse.yokomhama/
●営業時間／AM11:00〜PM8:00
●定休日／水曜日
●駐車場／有り

〒192-0046　八王子市明神町4-12-1
☎042-645-6691　FAX.042-645-6691
mail／info@dlwh.jp
URL／http://dlwh.jp
●営業時間／9:30-19:30
●定休日／水曜日
●駐車場／コインパーキングあり
●交通／京王八王子駅　西口より徒歩1分

〒949-6681　新潟県南魚沼市余川3079-1
☎025-770-1301　FAX.025-770-1303
mail／shop@xraeb.co.jp
URL／www.xraeb.co.jp
●営業時間／10：00〜20：00
●定休日／年中無休
●駐車場／あり
●交通／関越自動車道六日町IC下車60秒
　　　　東京より2時間

神奈川県

東京都

J-HOUSE

プロショップダイチ

スキーをもっと楽しみたいあなたをサポートいたします。
チューニング•加工改造等どんなご要望もお任せ下さい！！

インターハイ1・2フィニッシュの選手達が集まるお店
中高年のスキー教室も大好評開催中

JR横浜線
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人工芝トレーニングでは、使用するSKIが滑るか滑らないかがポイ
ントです。滑る＝スピードが出る＝外圧に対してうまく対応できるか
で、その成果に大きな差が出ます。
ニューモデル、旧モデル、雪上で使用していた傷だらけのスキー、

人工芝で使用して滑走
面が溶けてしまったス
キーなどに関わりなく、
どのスキーでもエッジが
あればステンレスソール
に貼り替えることができ
ます。雪上で足元を支
えてくれたスキーがステ
ンレスソールに貼り替
えて魂を挿入することにより、人工芝での愛機として復活し、再び
あなたとスキーライフを共にしてくれます。
ご不明な点は人工芝スキー歴30年以上の経験をもつ店主がお
応えいたしますので、お気軽にご相談ください。

遠方の方、ご来店いただけな
い方は、宅配便にて受け渡し
を行なっています。
メールにてご連絡頂ければ発
送先などの手順をご案内いた
します。
連絡先 oda@skidaa.com
小田までお願いします。

福岡県 ski pro shop Daa
今ある、あなたのスキー板の滑走面をなんと！　¥20,000（税込）の
リーズナブルな価格でステンレスに貼り替えいたします。

若宮霊園

GS

九州
自動
車道

沼口信号

若宮IC

至トヨタ工場

30

9

ski pro shop

〒822-0152	　福岡県宮若市沼口1426番地
☎090-8761-8788
mail／oda@skidaa.com
URL／http://www.skidaa.com/
●営業時間／9時〜20時
●定休日／不定休
●駐車場／有
●交通／九州自動車道　若宮インターから車で3分　
高速バス若宮から徒歩10分

痛い！緩い！今ご使用のブーツは足に合っていますか？
なかなか合うブーツが見つからない。在庫がなかった。とあきらめて
いませんか？
タナベスポーツではどのレベルのお客様でも日本屈指の豊富な
品揃えの中からあなたに合った一足を必ず見つけます！
そして骨格、滑りの癖を分析しあなたの足に合わせてカスタマイズ

いたします。
X脚・O脚・ローテーション等はブーツと足の関係性が起因している
ことが多く膝が自然に真っ直ぐ動く方向に導くだけで滑りが格段
に良くなります。
お客様に合わせたインソール&ブーツチューンのコースをご用意し
ております。
豊富な品揃えと専門知識、そして確かな技術でスキーヤーをサポー
トいたします。

●インソール作成
《SIDAS》モジューロインソール　11,900円〜
《BMJ》　カスタムインソール　　21,600円〜
●カントチューンナップ
ベーシックカントチューン　　

（SIDASインソール込み）
21,600円〜
BMJフルカントチューン　

（BMJインソール 込 み ）
68,000円〜

〒540-0017　大阪市中央区松屋町住吉5-4
☎06-6763-3901　FAX.06-6762-7631
mail／info@tanabesports.jp
URL／http://www.tanabesports.jp/
●営業時間／月〜土11:00〜19:00　日・祝11:00
〜18:00	※冬期は異なる
●定休日／毎週火曜日（冬期は異なる）
●駐車場／契約駐車場有
●交通／市営地下鉄長堀・鶴見緑地線「松屋町駅」①番
出口から徒歩5分

大阪府 タナベスポーツ
日本屈指のスキーショップ！
あなたに合ったスキー&ブーツが必ず見つかる！！

高速道路網を利用すれば、抜群のロケーション。遠方のお客様
達が来店しやすい事を最優先に立地を決めた効果を年々実感し
ています。更に趣味の店ならではの居心地の良い＆動植物によ
る癒しの溢れる空間を目指しています。靴作りに関しては、個人の
足のバランスが、正常なポジションに保ちやすくセッティングする事
を追求します。身体が本来持っているパフォーマンスを最大限に

発揮出来るようにセッティングします。そのために、さまざまなチェッ
ク＆質疑応答が必要となりますので、完全予約制となっております。
しっかり作り込んでいても、価格はリーズナブルです。専門店は無
駄に価格が高いと言った悪しきイメージを払拭します。得意のチュー
ンナップ用品は全国トップレベルの品揃え＆詳しい説明を両立し
ています。ハイクオリティなアクセサリーの品揃えは東海エリア断
トツのマニアックさ＆ロープライスが自慢です。実際に入ってみれば、
徹底したこだわりの空間ということをご理解いただけると思います。
通信販売も年々強化していますので、お探しのアイテムがあれば
お気軽にお問い合わせください。オーナーの強烈な個性を反映さ
せたスキーマニアにはたまらない店舗を作りあげています。

〒511-0944　三重県桑名市芳ヶ崎1298-22
☎080-3683-8369
mail／info@ag-tune.com
URL／http://www.ag-tune.com
●営業時間／12時過ぎ〜20時頃
●定休日／不定休
●駐車場／４台
●交通／三岐鉄道北勢線	西桑名駅発	七和駅より北に
徒歩約5分	三重交通バス	桑名駅前より21系統か28
系統	七和住宅口より進行方向国道沿いにて徒歩1分

三重県 AG-TUNE（エージーチューン）
東名阪桑名ICから1本道で約5分と抜群のロケーション
完全予約制なので丁寧な説明&加工をご提供します
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