
訂 正 の お 願 い  
2020. 6    株式会社自研センター 

 

＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP､KF5P､KF2P 系） 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.14 B010 
指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。 

 

 

 
 

Ｂ０１０ 

（２）フロントバンパ、Ｆ．バンパレーンフォースメント脱着 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ ２ＷＤ 

１．４０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・キャップ脱着 

・両側シールプレート脱着 

・シールボード脱着 

・セットプレート脱着 

・バンパスティフナＡ脱着 

・フロントアンダカバー脱着 
 

ＰＹ－ＶＰＳ ４ＷＤ 

１．４０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・アンダグリル脱着 

・キャップ脱着 

・シールボード脱着 

・セットプレート脱着 

・バンパスティフナＡ脱着 

・フロントアンダカバー脱着 
 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

１．１０ 

 

取外し状態 

・インタクーラ  
 

(含)作業および部品 

・キャップ脱着 

・シールボード脱着 

・セットプレート脱着 

 

・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP､KF5P､KF2P 系） 2017 年 3 月                    P. 14差替分 
  

Ｂ０１０ 

（１）フロントバンパ脱着 

０．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・シールボード脱着  
 

（２）フロントバンパ、Ｆ．バンパレーンフォースメント脱着 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ 

１．４０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・キャップ脱着 

・両側シールプレート脱着 

・シールボード脱着 

・セットプレート脱着 

・バンパスティフナＡ脱着 

・フロントアンダカバー脱着 
 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

１．１０ 

 

取外し状態 

・インタクーラ  
 

(含)作業および部品 

・キャップ脱着 

・シールボード脱着 

・セットプレート脱着 

 

・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 

 

Ｂ０２０ 

（１）フロントバンパ取替 

２．２０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・トーイングフックカバー 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 

 

・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP、KF5P、KF2P 系） 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.15 B020 

指数テーブルの一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。 

 

 

 

Ｂ０２０ 

（２）フロントバンパ、Ｆ．バンパレーンフォースメント取替 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ ２ＷＤ 

２．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・キャップ脱着 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・両側シールプレート脱着 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・セットプレート脱着 

・トーイングフックカバー 

・バンパスティフナＡ 

・フロントアンダカバー脱着 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントバンパフォーム 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 

 

ＰＹ－ＶＰＳ ４ＷＤ 

２．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・アンダグリル脱着 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・キャップ脱着 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・セットプレート脱着 

・トーイングフックカバー 

・バンパスティフナＡ 

・フロントアンダカバー脱着 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントバンパフォーム 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 

 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

２．５０ 

 

取外し状態 

・インタクーラ  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・キャップ脱着 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・セットプレート脱着 

・トーイングフックカバー 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントバンパフォーム 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 
 

・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



 

＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP、KF5P、KF2P 系） 2017 年 3 月                  P. 15差替分 

Ｂ０２０ 

（２）フロントバンパ、Ｆ．バンパレーンフォースメント取替 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ 

２．８０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・キャップ脱着 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・両側シールプレート脱着 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・セットプレート脱着 

・トーイングフックカバー 

・バンパスティフナＡ 

・フロントアンダカバー脱着 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントバンパフォーム 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 

 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

２．５０ 

 

取外し状態 

・インタクーラ  
 

(含)作業および部品 

・両側ＦＲＴバンパブラケット 

・両側ウルトラソニックセンサ 

・キャップ脱着 

・グリルブラケットＣ 

・コーションラベル 

・コーションラベル 

・シールボード脱着 

・両側ショートコード 

・セットプレート脱着 

・トーイングフックカバー 

・両側フロントバンパカバー 

・フロントバンパフォーム 

・フロントマスコツト 

・ライセンスプレートホルダ 

・ラジエタＵＰグリル 

・ラジエタグリル 

・ラジエタグリルブラケット 

・両側ランプホールカバー 

・両側ランプホールカバー 

・両側リテーナ 

・両側ロケータピン 

・付属品 
 

・フロントバンパ取外しにはフロントオーバフェンダの一部取外しが必要、指数はこれを含んで作成 

 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP、KF5P、KF2P 系） 2017 年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.17 B010、B020 

指数テーブルの訂正に伴いイラスト欄の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。 

○：訂正箇所 

 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ－５（KFEP、KF5P、KF2P 系） 2017 年 3 月                  P. 17差替分 

 

 

フロントバンパの補給部品は塗装済 
装備については装備一覧表(P.10～11)を参照 
脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着 

キャップ 

①フロントバンパ 
カバー(両側) 

シールプレート(両側)  
<ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－ＶＰＳ> 

フロントアンダカバー 
<除く ＳＨ－ＶＰＴＳ> 

②Ｆ．バンパレーン 
フォースメント 

セットプレート 

②フロントバンパフォーム 

バンパスティフナＡ 
<除く ＳＨ－ＶＰＴＳ> 

①コーションラベル 

シールボード 

①ロケータピン 
(両側) 

①コーションラベル 
<除く ＳＨ－ＶＰＴＳ> 

 

①コーションラベル 
<ＳＨ－ＶＰＴＳ> 

①トーイング 
フックカバー 

①ランプホール 
カバー(両側) 

①フロントバンパ 

①ランプホールカバー 
(両側) 

①ライセンス 
プレートホルダ 

①ＦＲＴバンパ 
ブラケット(両側) 

①リテーナ 
(両側) 

①ウルトラソニックセンサ(両側) 

①ショートコード(両側) 

①ラジエタ 
グリル 

①ラジエタグリル 
ブラケット 

①ラジエタＵＰグリル 

フロントバンパ脱着または取替 

フロントバンパ、Ｆ．バンパレーンフォースメント脱着または取替 

両側アクチュエータＨ／Ｌクリーナ 

①アクチュエータ 
Ｈ／Ｌクリーナ(両側) 

①カラー(両側) 
①ウオッシャ 
ノズル(両側) 

①パイプ 

両側フロントフォグランプ 

①フロントマスコツト 

①グリルブラケットＣ 

①フロントフォグ 
ランプ(両側) 

①フォグランプ 
ブラケット(両側) 



訂 正 の お 願 い  
2018. 4    株式会社自研センター 

 

＊No.J-787 マツダ ＣＸ-５ （KFEP、LKF5P、KF2P系）2017年 3月を下記の通り訂正いたします。 

P.34 B190 
指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。 

 
 

Ｂ１９０ 

（１）片側フロントピラー、片側カウルサイドリーンフォースメント取替 

１０．３０ 

１０．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプユニット 

・両側カウルグリル 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 

 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 
 

・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・［除］ヒンジピラー 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ-５ （KFEP、LKF5P、KF2P）2017年 3月                    P. 34差替分 
 

Ｂ１９０ 

（１）片側フロントピラー、片側カウルサイドリーンフォースメント取替 

１０．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプユニット 

・両側カウルグリル 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 

 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 
 

割増項目 

片側サイドステップモール 

０．２０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・［除］ヒンジピラー 
 

 

サイドステップモール 

片側サイドステップモール 

Ｆ．ピラーリーンフォースメント 

インナフロントピラー 

Ｆ．ピラーリーンフォースメント 

ヒンジリーンフォースメント 
アウタフロントピラー 

カウルサイド 
リーンフォースメント 

カウルサイド 
リーンフォースメント 

フロント 
フェンダ 
ブラケット 

Ｆ．ピラーリーン 
フォースメント 

チェッカレーン 
フォースメント 



P.36 B191 
指数テーブルの一部に削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。 

 

Ｂ１９１ 

（１）片側フロントピラー取替 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ 

８．７０ 

８．８０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプユニット 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・アッパメンバシュラウド 

・サイドシュラウドパネル 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・フロントサスペンション 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 

 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

８．７０ 

８．８０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプユニット 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・アッパメンバシュラウド 

・サイドシュラウドパネル 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・フロントサスペンション 

・インタクーラ 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 
 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・［除］ヒンジピラー 



＊No.J-787 マツダ ＣＸ-５ （KFEP、LKF5P、KF2P）2017年 3月                    P. 36差替分 
 

Ｂ１９１ 

（１）片側フロントピラー取替 

ＰＥ－ＶＰＳ、ＰＹ－

ＶＰＳ 

８．８０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプユニット 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・アッパメンバシュラウド 

・サイドシュラウドパネル 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・フロントサスペンション 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 

 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

ＳＨ－ＶＰＴＳ 

８．８０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプユニット 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・アッパメンバシュラウド 

・サイドシュラウドパネル 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・トップシーリング 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・フロントサスペンション 

・インタクーラ 

・エネルギアブソーバシャフト 

・インストルメントパネル 
 

(含)作業および部品 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・Ｆ．ピラーリーンフォースメント取替 

・インナフロントピラー取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

・フロントピラー上部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・［除］ヒンジピラー 

 


