
   修理、車検、鈑金塗装、オールペイント

　　 各種オーバーホール、チューニング
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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  

点火時期点検 点検 6,000

エンジン脱着 脱着 90,000

エンジン　Ｏ／Ｈ ＯＨ 300,000

含　エンジン脱着  

タイミング・ベルト（チェーン）取替 取替 31,200

エンジン・マウント右側取替 取替 10,800

エンジン・マウント左側取替 取替 13,200

オイルパン取替 取替 38,400

オイルパン・ガスケット取替 取替 38,400

クランク・プーリ脱着 脱着 9,600

フライホイール取替 取替 50,400

含　トランスミッション脱着  

フライホイール脱着 脱着 50,400

含　トランスミッション脱着  

ドライブ・プレート脱着 脱着 63,600

含　トランスミッション脱着  

クランクシャフト・フロント・オイルシール取替 取替 34,800

含　タイミング・ベルト取替  

クランクシャフト・リヤ・オイルシール取替 取替 67,200

Ａ／Ｔ車に適用（トランスミッション脱着を含む）  

シリンダ・ヘッド　Ｏ／Ｈ ＯＨ 138,000

含　シリンダ・ヘッド脱着  

シリンダ・ヘッド・ガスケット取替 取替 66,000

シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替 取替 8,400

バルブ・クリアランス調整 調整 14,400

カムシャフト取替 取替 33,600

カムシャフト・オイルシール取替 取替 43,200

含　タイミング・ベルト取替  

  

ベルト＆チェーン  

タイミング・ベルト（チェーン）取替 取替 31,200

Ｖベルト取替 取替 8,400

Ｖベルト全数取替 取替 8,400
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作業内容・使用部品名 区分 技術料 数量 部品金額

Ｖベルト全数調整 調整 4,800

オルタネータ（ファン）ベルト取替 取替 8,400

オルタネータ（ファン）ベルト調整 調整 2,400

エアコン・ベルト取替 取替 6,000

エアコン・ベルト調整 調整 3,600

  

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 3,600

エア・クリーナ・フィルタ清掃 清掃 3,600

メーン・マフラ取替 取替 6,000

触媒コンバータ取替 取替 8,400

インテーク・マニホールド・ガスケット取替 取替 33,600

エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替 取替 21,600

エキゾースト・フロント・パイプ・フランジ取替 取替 9,600

エキゾースト・フロント・パイプ・ガスケット取替 取替 9,600

エキゾースト・フロント・パイプ取替 取替 9,600

スロットル・ポジション・センサー取替 取替 19,200

エアフロー・メーター取替 取替 8,400

Ｏ２センサー取替 取替 6,000

  

潤滑関係  

エンジン・オイル交換 交換 2,400

オイル・エレメント取替 取替 6,000

オイルパン取替 取替 38,400

オイルパン・ガスケット取替 取替 38,400

オイルポンプ取替 取替 151,200

エンジン・オイルクーラー取替 取替 19,200

  

冷却関係  

サーモスタット取替 取替 13,200

エンジン冷却液（クーラント）交換 交換 8,400

ウォーターポンプ取替 取替 43,200

ラジエータ取替 取替 19,200

ラジエータ脱着 脱着 19,200

ラジエータ・ロア・ホース取替 取替 13,200

ラジエータ・アッパー・ホース取替 取替 10,800

ラジエータ・リザーブ・タンク取替 取替 3,600

ファン・ブレード取替 取替 4,800

ファン・モータ取替 取替 6,000

  

燃料関係  

フューエル・フィルタ取替 取替 9,600

フューエル・ポンプ取替 取替 9,600

フューエル・プレッシャ・レギュレーター取替 取替 13,200

フューエル・インジェクタ取替 取替 14,400

フューエル・タンク脱着 脱着 48,000

除　燃料抜き取り、注入  

キャニスタ取替 取替 3,600

ＰＣＶバルブ取替 取替 3,600

アクセル・ワイヤ取替 取替 8,400

  

エンジンエレクトリカル  

スパーク・プラグ取替 取替 4,800

スパーク・プラグ清掃 清掃 4,800

プラグ・コード取替 取替 3,600
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作業内容・使用部品名 区分 技術料 数量 部品金額

プラグ・コード点検 点検 3,600

オルタネータ取替 取替 8,400

オルタネータ（ファン）ベルト調整 調整 2,400

オルタネータ（ファン）ベルト取替 取替 8,400

スタータ・モータ取替 取替 19,200

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 4,800

イグニッション・キー・シリンダ取替 取替 10,800

水温センサー取替 取替 6,000

コンピュータ用  

クランク角センサー取替 取替 9,600

吸気温センサー取替 取替 3,600

ノック・センサー取替 取替 9,600

エンジン・コントロール・ユニット取替 取替 6,000

  

クラッチ関係  

クラッチ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 48,000

含　トランスミッション脱着、クラッチ・カバーＡｓｓｙ取替、  

　　クラッチ・ディスク取替、レリーズ・ベアリング取替  

クラッチ・マスターシリンダ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 10,800

クラッチ・マスターシリンダ取替 取替 8,400

クラッチ・レリーズ・シリンダ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 9,600

クラッチ・レリーズ・シリンダ取替 取替 6,000

クラッチ・パイロット・ベアリング取替 取替 2,400

クラッチ・カバー取外状態  

  

トランスミッション  

マニュアル・トランスミッション脱着 脱着 44,400

マニュアル・トランスミッション　Ｏ／Ｈ ＯＨ 112,800

含　トランスミッション脱着  

マニュアル・トランスミッション・オイル交換 交換 3,600

オートマチック・トランスミッション脱着 脱着 61,200

オートマチック・トランスミッション・オイル交換 交換 6,000

トルコン・チェンジャ使用レベル・ゲージより抜取り  

トランスミッション・リヤ・オイルシール取替 取替 18,000

車速センサー取替 取替 4,800

スピード・メータ用  

ニュートラル・セフティ・スイッチ取替／調整 取替 6,000

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・オイルパン取替 取替 14,400

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 9,600

トルクコンバータ取替 取替 62,400

含　トランスミッション脱着  

  

プロペラシャフト  

プロペラシャフト脱着 脱着 10,800

  

デファレンシャル  

リヤ・デファレンシャル・オイル交換 交換 3,600

リヤ・デファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイルシール取替 取替 13,200

リヤ・デファレンシャル・サイド・フランジ・オイルシール取替　片
側

取替 14,400

リヤ・デファレンシャル　Ｏ／Ｈ ＯＨ 87,600

含　ディファレンシャル脱着  

リヤ・デファレンシャル・キャリアＡｓｓｙ脱着 脱着 24,000
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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 26,400

フロント・ショックアブソーバ取替　片側 取替 25,200

フロント・ハブ取替　片側 取替 8,400

フロント・ハブ・ボルト取替　片側 取替 9,600

フロント・サスペンション・ロアアーム取替　片側 取替 26,400

フロント・サスペンション・アッパーアーム取替　片側 取替 30,000

ステアリング・ナックル取替　片側 取替 13,200

含　トーイン、ストッパ調整  

フロント・アッパー・ボールジョイント取替　片側 取替 6,000

フロント・ロア・ボールジョイント取替　片側 取替 6,000

フロント・スタビライザ取替 取替 10,800

  

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 30,000

リヤ・ショックアブソーバ取替　片側 取替 28,800

リヤ・ドライブシャフト取替　片側 取替 18,000

リヤ・ドライブシャフト脱着　片側 脱着 18,000

リヤ・ハブ取替　片側 取替 18,000

リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替　片側 取替 18,000

リヤ・ハブ・オイルシール取替　片側 取替 14,400

リヤ・ハブ・ボルト取替　１本 取替 19,200

リヤ・サスペンション・ロアアーム取替　片側 取替 25,200

リヤ・サスペンション・アッパーアーム取替　片側 取替 21,600

リヤ・スタビライザ取替 取替 9,600

  

ステアリング  

パワーステアリング・オイルポンプ取替 取替 13,200

ステアリング・ギヤボックス取替 取替 27,600

ステアリング・ラック・ブーツ取替　片側 取替 13,200

ステアリング・ロック取替 取替 10,800

タイロッド取替　片側 取替 30,000

含　トーイン調整  

タイロッド・エンド取替　片側 取替 9,600

含　トーイン調整  

  

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 13,200

トーイン、キャンバ、キャスタ、キングピン傾斜角、  

ハンドル切れ角  

フロント・トーイン調整 調整 6,000

ホイール・バランス調整 調整 7,200

  

ブレーキ  

フロント・ディスク・パッド取替 取替 9,600

フロント・ディスク・キャリパ取替　片側 取替 13,200

フロント・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 21,600

リヤ・ディスク・パッド取替 取替 10,800

リヤ・ディスク・キャリパ取替　片側 取替 13,200

リヤ・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 20,400

ブレーキ・マスターシリンダ　Ｏ／Ｈ ＯＨ 19,200

ブレーキ・マスターシリンダ取替 取替 15,600

ブレーキ・オイル交換 交換 8,400

フロント・ブレーキ・ホース取替 取替 13,200
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リヤ・ブレーキ・ホース取替 取替 13,200

フロント・ディスク・ロータ取替　片側 取替 6,000

リヤ・ディスク・ロータ取替　片側 取替 8,400

パーキングブレーキ調整 調整 3,600

パーキングブレーキ・ワイヤ取替 取替 16,800

  

ブレーキコントロール関係  

倍力装置取替 取替 24,000

ＡＢＳフロント・ホイール・スピード・センサー取替 取替 9,600

ＡＢＳリヤ・ホイール・スピード・センサー取替 取替 12,000

ＡＢＳハイドロリック・ユニット取替 取替 21,600

ＡＢＳコントロール・ユニット取替 取替 6,000

  

メーター＆スイッチ  

バック・ランプ・スイッチ取替 取替 4,800

ストップ・ランプ・スイッチ取替 取替 3,600

スピード・メーター取替 取替 9,600

タコ・メーター取替 取替 9,600

コンビネーション・メーター脱着 脱着 8,400

オイル・プレッシャスイッチ取替 取替 6,000

フューエル・レシーバ・ユニット取替 取替 9,600

フューエル・センダ・ユニット取替 取替 9,600

ウォーターテンパレチャ・レシーバ・ユニット取替 取替 9,600

ウォーターテンパレチャ・センダ・ユニット取替 取替 6,000

コンビネーション・スイッチ取替 取替 8,400

ライト＆ターン・スイッチ取替 取替 9,600

  

ライト＆ワイパー  

ヘッドランプ取替　片側 取替 18,000

含　フロント・バンパ脱着  

ヘッドライト測定・調整 調整 4,800

サイド・ターン・シグナル・ランプ取替　片側 取替 3,600

リヤ・コンビネーション・ランプ取替　片側 取替 4,800

ライセンス・ランプ取替　片側 取替 3,600

ルーム・ランプ取替　片側 取替 4,800

フロント・ウインド・ウォッシャ・ノズル取替　片側 取替 3,600

フロント・ウインド・ウォッシャ・ポンプ取替　片側 取替 3,600

フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替 取替 9,600

フロント・ワイパ・モータ取替 取替 8,400

フロント・ワイパ・リンク取替 取替 9,600

  

附属装置  

ホーン取替 取替 4,800

ラジオ・アンテナ取替 取替 6,000

シガレット・ライタ取替 取替 4,800

  

ヒーター＆エアコン  

エアコン・ユニット脱着 脱着 21,600

含　ガス・チャージ  

クーラー・ガス補充 補充 8,400

クーラー・コンプレッサ取替 取替 25,200

含　ガス・チャージ  

クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替 取替 31,200

含　ガス・チャージ  

エアコン・ベルト調整 調整 3,600
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エアコン・ベルト取替 取替 6,000

クーラー・コンデンサ脱着 脱着 28,800

含　ガス・チャージ  

クーラー・エキスパンション・バルブ取替 取替 24,000

含　ガス・チャージ  

ヒータ・ユニット脱着 脱着 52,800

ヒータ・コア取替 取替 54,000

含　フロント・ヒータ・ユニット脱着  

ブロア・モータ取替 取替 4,800

ブロア・モータ・レジスタ取替 取替 3,600

  

ボディー＆フレーム  

フロント・バンパ・フェイス取替 取替 13,200

リヤ・バンパ・フェイス取替 取替 10,800

パワー・ウインド・モータ取替 取替 15,600

ドア・ウインド・レギュレータ取替 取替 15,600

ドア・ロック取替 取替 9,600

ドア・ストライカ取替／調整 取替 4,800

ボデー側  

トランク・リッド・ロック取替 取替 4,800

トランク・リッド・ワイヤ取替 取替 19,200

ボンネット・ロック取替 取替 4,800

ボンネット・ロック・ワイヤ取替 取替 6,000

キー・シリンダ・セット取替 取替 31,200

ドア・キー・シリンダ取替 取替 8,400

トランク・リッド・キー・シリンダ取替 取替 10,800

ドア・ミラーＡｓｓｙ取替 取替 7,200

ルーム・ミラーＡｓｓｙ取替 取替 3,600

フロント・ドア・ウインド・ガラス取替 取替 8,400

  

鈑金関係  

ヘッドランプ取替　片側 取替 18,000

含　フロント・バンパ脱着  

 

 

 

 
 
 
 作業計

塗装計
部品計
材料計

諸費用計 0

0
0

0
3,950,400

小 　　　　　 計 3,950,400

消 　　費 　　税

総 　　合 　　計

197,520

4,147,920

合 　　　　　 計 3,950,400
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