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作業内容・使用部品名 区分 技術料 数量 部品金額

エンジン本体　２０Ｂ  

点火時期調整 調整 8,400

ガソリン・エンジン調整〔Ａ〕 調整 26,400

ガソリン・エンジン調整〔Ｂ〕 調整 49,200

コンプレッション測定 測定 14,400

エンジン脱着 脱着 129,600

エンジン取替 取替 174,000

タイミング・ベルト・カバー／パッキン取替 取替 26,400

エンジン・フロント・マウント取替 取替 24,000

エンジン・リヤ・マウント取替 取替 18,000

オイルパン取替 取替 33,600

オイルパン・ガスケット取替 取替 33,600

クランク・プーリ脱着 脱着 42,000

クランク・プーリ取替 取替 42,000

ドライブギヤ，ベアリング，ワッシャ等取替 取替 81,600

フロントカバー・オイルシール取替 取替 69,600

フロントカバーＡｓｓｙ取替 取替 67,200

フロントまたはリヤハウジングＡｓｓｙ取替 取替 296,400

ロータ・ハウジングＡｓｓｙ取替 取替 296,400

ロータ・オイルシール取替 取替 296,400

ステーショナリギアＡｓｓｙ取替 取替 296,400

エキセントリックシャフトＡｓｓｙ取替 取替 295,200

アペックスシール等＆シールスプリング取替 取替 295,200

ロータＡｓｓｙ及びサイドシール取替 取替 295,200

ロータ・ベアリング取替 取替 321,600

メーン・ベアリング取替 取替 295,200

ステーショナリギア・オイルシール取替 取替 86,400

エキセントリックシャフト・ベアリング取替 取替 63,600

  

ベルト＆チェーン  

タイミング・ベルト・カバー／パッキン取替 取替 26,400

Ｖベルト取替 取替 4,800

Ｖベルト調整 調整 4,800

オルタネータ（ファン）ベルト取替 取替 4,800

伝票番号 見積日付 頁000000140 受注番号 843 1平成23年10月07日



作業内容・使用部品名 区分 技術料 数量 部品金額

  

インテーク＆エキゾースト  

エア・クリーナ・フィルタ取替 取替 4,800

または点検  

エア・クリーナ・フィルタ清掃 清掃 4,800

または点検  

メーン・マフラ取替 取替 14,400

インテーク・マニホールド取替 取替 50,400

インテーク・マニホールド・ガスケット取替 取替 50,400

エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替 取替 48,000

エキゾースト・マニホールド取替 取替 48,000

エキゾースト・フロント・パイプ取替 取替 20,400

エキゾースト・センター・パイプ取替 取替 13,200

エキゾースト・パイプフランジまたはガスケット取替 取替 21,600

プレッシャ・レギュレーターＡｓｓｙ取替 取替 25,200

  

潤滑関係  

エンジン・オイル交換 交換 3,600

オイル・エレメント取替 取替 4,800

オイル・エレメント清掃 清掃 4,800

オイルパン取替 取替 33,600

オイルパン・ガスケット取替 取替 33,600

エンジン・オイルクーラー取替 取替 19,200

エンジン・オイルクーラー脱着 脱着 19,200

  

冷却関係  

サーモスタットまたはガスケット取替 取替 9,600

ウォーターポンプ取替 取替 33,600

ウォーターポンプ・ガスケット取替 取替 33,600

ラジエータ取替 取替 22,800

ラジエータ・ロア・ホース取替 取替 8,400

ラジエータ・アッパー・ホース取替 取替 7,200

ラジエータ・リザーブ・タンク取替 取替 3,600

ラジエータ・ロア・ホース・クランプ取替 取替 8,400

ラジエータ・アッパー・ホース・クランプ取替 取替 7,200

ファン・ブレード取替 取替 8,400

  

燃料関係  

フューエル・フィルタ取替 取替 6,000

フューエル・フィルタ清掃 清掃 6,000

フューエル・ポンプ取替 取替 12,000

フューエルリターンパイプ（ホース）取替 取替 20,400

フューエル・タンク脱着 脱着 22,800

フューエル・タンク取替 取替 22,800

アクセル・ワイヤ取替 取替 14,400

アクセル・ペダル取替 取替 14,400

  

エンジンエレクトリカル  

バッテリー比重測定／電解液補充 補充 3,600

バッテリー・クイックチャージ 補充 4,800

バッテリー・メーンケーブル取替 取替 7,200

バッテリー・アースケーブル取替 取替 6,000

スパーク・プラグ取替 取替 10,800

スパーク・プラグ清掃 清掃 10,800

プラグコード及びディストリビュータ・キャップ点検，取替 取替 4,800
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作業内容・使用部品名 区分 技術料 数量 部品金額

ディストリビュータ脱着 脱着 14,400

オルタネータ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 22,800

オルタネータ取替 取替 12,000

オルタネータ（ファン）ベルト取替 取替 4,800

スタータ・モータ取替 取替 18,000

スタータ・モータ脱着 脱着 18,000

スタータ・モータ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 22,800

イグニッション・コイル取替 取替 6,000

イグニッション・スイッチ取替 取替 20,400

  

クラッチ関係  

  

トランスミッション  

オートマチック・トランスミッション脱着 脱着 75,600

オートマチック・トランスミッションＡｓｓｙ取替 取替 75,600

オートマチック・トランスミッション・ストールテスト 測定 6,000

オートマチック・トランスミッション・オイルプレッシャテスト 測定 21,600

トランスミッション・リヤ・オイルシール取替 取替 16,800

ニュートラル・セフティ・スイッチ取替／調整 取替 18,000

スピード・メーター・ドリブン・ギヤ取替 取替 8,400

オートマチック・トランスミッション・オイルパンガスケット取替 取替 21,600

オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替 取替 8,400

トルクコンバータ取替 取替 75,600

シフトレバー取替 取替 12,000

コントロールロッド調整 調整 12,000

  

プロペラシャフト  

プロペラシャフト脱着 脱着 8,400

プロペラシャフトＡｓｓｙ取替 取替 8,400

プロペラ・シャフト・センター・ベアリング取替 取替 18,000

センター・ベアリング・サポート取替 取替 18,000

  

デファレンシャル  

デフキャリアＡｓｓｙ脱着，ガスケット取替 取替 50,400

デフキャリア　Ｏ／Ｈ ＯＨ 106,800

デフドライブピニオンオイルシール取替 取替 16,800

  

フロントアクセル＆サスペンション  

フロント・コイル・スプリング取替　片側 取替 38,400

フロント・ショックアブソーバ取替　片側 取替 38,400

フロント・ハブ取替　片側 取替 19,200

フロント・ハブ・ベアリング取替　片側 取替 19,200

フロントホイールクリップボルト取替　１本 取替 21,600

フロント・サスペンション・ロアアーム取替 取替 26,400

ナックルスピンドル（ステアリング）取替 取替 30,000

フロント・ロア・ボールジョイント・ダストブーツ取替 取替 24,000

フロント・スタビライザラバー取替 取替 15,600

フロント・スタビライザリンクまたはブッシュ取替 取替 16,800

  

リアアクセル＆サスペンション  

リヤ・コイル・スプリング取替　片側 取替 22,800

リヤ・ショックアブソーバ取替　片側 取替 20,400

リヤ・ドライブシャフト取替　片側 取替 14,400

リヤ・ドライブシャフト脱着　片側 脱着 14,400

リヤ・ハブ取替　片側 取替 30,000
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リヤ・ハブ・ボルト取替　１本 取替 16,800

リヤ・ホイールベアリング取替　片側 取替 45,600

リヤ・スタビライザ取替 取替 22,800

  

ステアリング  

パワーステアリング・オイル交換 交換 18,000

パワーステアリング・オイルポンプ取替 取替 20,400

パワーステアリング・オイルポンプ脱着 脱着 20,400

パワーステアリング・パイプ取替 取替 18,000

パワーステアリング・ホース取替 取替 14,400

パワーステアリング・ギヤボックス脱着 脱着 60,000

ステアリング・ロック取替 取替 24,000

ステアリングホイール取替 取替 7,200

ステアリングホイール脱着 脱着 7,200

タイロッド取替 取替 32,400

タイロッド・エンド取替 取替 14,400

シャフトカップリングまたはジョイント取替 取替 33,600

  

アライメント＆タイヤ  

フロント・ホイール・アライメント測定 測定 9,600

フロント・トーイン調整 調整 6,000

キャンバキャスタ調整 調整 12,000

ハンドル切れ角調整 調整 4,800

ホイール・バランス調整 調整 6,000

  

ブレーキ  

フロント・ディスク・パッド取替 取替 14,400

フロント・ディスク・キャリパ取替　片側 取替 15,600

フロント・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 36,000

ディスクブレーキ及びリヤ・ブレーキ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 64,800

リヤ・ディスク・パッド取替 取替 16,800

リヤ・ディスク・キャリパ取替　片側 取替 18,000

リヤ・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 34,800

ブレーキ・マスターシリンダ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 57,600

ブレーキ・マスターシリンダ取替 取替 38,400

フロント・ブレーキ・ホース取替　片側 取替 9,600

リヤ・ブレーキ・ホース取替　片側 取替 9,600

フロント・ディスク・ロータ取替 取替 26,400

リヤ・ディスク・ロータ取替 取替 26,400

パーキングブレーキロッドまたはワイヤ調整 調整 6,000

パーキングブレーキレバーＡｓｓｙ取替 取替 14,400

パーキングブレーキ・ワイヤ（フロント側）取替 取替 15,600

パーキングブレーキ・ワイヤ（リヤ側）取替 取替 14,400

  

ブレーキコントロール関係  

  

メーター＆スイッチ  

ストップ・ランプ・スイッチ取替 取替 4,800

コンビネーション・メーター取替 取替 15,600

オイル・プレッシャユニット取替 取替 14,400

デフォガスイッチ取替 取替 7,200

ダッシュバルブ取替 取替 18,000

フューエルタンク・ユニット取替 取替 10,800

サーモメーター・ユニット取替 取替 10,800

ライティングスイッチ取替 取替 12,000
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ターンシグナルスイッチ取替 取替 12,000

ドアスイッチ取替 取替 3,600

  

ライト＆ワイパー  

ヘッドランプシールドビームまたはバルブ取替　片側 取替 7,200

フロント・ターン・シグナル・ランプ取替　片側 取替 8,400

リヤ・コンビネーション・ランプ取替　片側 取替 9,600

フラッシャまたはハザードユニット取替 取替 7,200

ライセンス・ランプ取替 取替 4,800

フロント・ウインド・ウォッシャ・ノズル取替 取替 6,000

フロント・ウインド・ウォッシャ・ポンプ取替 取替 4,800

フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替 取替 12,000

フロント・ワイパ・モータ取替 取替 14,400

フロント・ワイパ・リンク取替 取替 14,400

ルームランプＡｓｓｙ取替 取替 4,800

トランクルーム・ランプＡｓｓｙ取替 取替 2,400

  

ヒーター＆エアコン  

エアコン・ユニット脱着 脱着 52,800

エアコン・ユニット取替 取替 52,800

クーラー・ガス補充 補充 12,000

クーラー・コンプレッサ取替 取替 27,600

クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替 取替 32,400

クーラー・コンデンサ脱着 脱着 33,600

クーラー・シーズンインチェック 点検 12,000

ヒータ・ユニット脱着 脱着 63,600

ヒータ・ユニット取替 取替 63,600

ヒータ・コア取替 取替 68,400

ヒータ・ホース取替（インレット） 取替 10,800

ヒータ・ホース取替（アウトレット） 取替 10,800

ヒータ・ファンスイッチ取替 取替 19,200

リークテスト 測定 4,800

クーラー・コンデンサ取替 取替 33,600

リキッドタンク脱着 脱着 24,000

高圧または低圧ホース取替（クーラー） 取替 22,800

エキスパンションバルブ取替 取替 55,200

  

ボディー＆フレーム  

フロント・バンパ取替 取替 26,400

リヤ・バンパ取替 取替 21,600

ラジエータ・グリル脱着 脱着 4,800

ラジエータ・グリル取替 取替 4,800

パワー・ウインド・モータ取替 取替 22,800

パワー・ウインド・モータスイッチ取替 取替 10,800

パワー・ウインド・モータスイッチ脱着 脱着 10,800

ドア・ウインド・レギュレータ取替 取替 22,800

フロントまたはリヤドアＡｓｓｙ脱着 脱着 21,600

ドア・ロック取替 取替 15,600

ドア・ストライカ取替／調整 取替 6,000

トランク・リッド・ワイヤ取替 取替 18,000

ボンネット脱着 脱着 8,400

ボンネット取替 取替 13,200

ボンネット・ロック調整 調整 3,600

ボンネット・ロックＡｓｓｙ取替 取替 6,000

ボンネット・ロック・ワイヤ取替 取替 9,600
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ボンネット・ヒンジ取替 取替 8,400

フロント・フェンダー取替 取替 22,800

トランク・リッド取替 取替 10,800

トランク・リッド・ウェザストリップ取替 取替 10,800

ドア・キー・シリンダ取替 取替 12,000

トランク・リッド・キー・シリンダ取替 取替 7,200

ドア・アウトサイド・ハンドル取替 取替 15,600

ドア・インサイド・ハンドル取替 取替 7,200

バック・ミラー（フェンダーミラー）取替 取替 12,000

ルーム・ミラー取替 取替 3,600

フロントガラスまたはウェザストリップ取替 取替 62,400

フロント・ウインド・モールディング取替 取替 30,000

リヤ・ウインド・モールディング取替 取替 25,200

リヤガラスまたはウェザストリップ取替 取替 57,600

ドア・ウインド・ガラス取替 取替 24,000

ドア・ウインド・ガラス・ウェザストリップ取替 取替 15,600

フロントまたはリヤドアパネル取替 取替 38,400

  

鈑金関係  

フロント・バンパ取替 取替 26,400

リヤ・バンパ取替 取替 21,600

 

 

 

 
 
 
 作業計

塗装計
部品計
材料計

諸費用計 0

0
0

0
7,773,600

小 　　　　　 計 7,773,600

消 　　費 　　税

総 　　合 　　計

388,680

8,162,280

合 　　　　　 計 7,773,600
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