
訂 正 の お 願 い  
2020. 6    株式会社自研センター 

 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月を下記の通り訂正いたします。 

P.16 B010 
指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。 

 

  

Ｂ０１０ 

割増項目 

フロンガス回収・再使用 

０．７０増 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

 

クーラガスチャージ 

０．７０増 

０．８０増 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

 

・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着する

作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．７０増０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月                          P. 16差替分  

Ｂ０１０ 

（１）両側フロントバンパエクステンション脱着 

０．６０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着  
 

（２）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ脱着 

１．００ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フロントバンパエネルギアブソーバ脱着 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

 

（３）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ、フロントバンパ

リインホースメント№２脱着 

１．１０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フロントバンパエネルギアブソーバ脱着 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

 

（４）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ、フロントバンパ

リインホースメント№２、ラジエータシャッタサブＡｓｓｙ脱着 

１．１０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フロントバンパエネルギアブソーバ脱着 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

 

割増項目 

フロンガス回収・再使用 

０．７０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

クーラガスチャージ 

０．８０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着する

作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 
 



 

 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月を下記の通り訂正いたします。 

P.17 B020 

P.18  指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。 

P.19 
 

 

 

  

Ｂ０２０ 
・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．７０増０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月                          P. 17差替分  

Ｂ０２０ 

（１）片側フロントバンパエクステンション取替 

０．９０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・フォグランプカバー 

・フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパパッド取替 

・フロントバンパホールカバー 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・付属品 
 

ＬＥＤフロントフォ

グランプ 

１．００ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・フォグランプカバー 

・フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパパッド取替 

・フロントバンパホールカバー 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・フォグランプ焦点調整 

・付属品 

 

（２）両側フロントバンパエクステンション取替 

１．５０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・付属品 

 

ＬＥＤフロントフォ

グランプ 

１．６０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・フォグランプ焦点調整 

・付属品 

 

・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 
 

 



＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月                          P. 18差替分  

Ｂ０２０ 

（３）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取替 

１．９０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・付属品 

 

ＬＥＤフロントフォ

グランプ 

２．００ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・フォグランプ焦点調整 

・付属品 

 

（４）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ、フロントバンパ

リインホースメント№２取替 

２．１０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパアブソーバロワー 

・両側フロントバンパエクステンションサブＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・付属品 

 

・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 
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Ｂ０２０ 

（４）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ、フロントバンパ

リインホースメント№２取替 

ＬＥＤフロントフォ

グランプ 

２．１０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパアブソーバロワー 

・両側フロントバンパエクステンションサブＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・フォグランプ焦点調整 

・付属品 

 

（５）両側フロントバンパエクステンション、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ、フロントバンパ

リインホースメント№２、ラジエータシャッタサブＡｓｓｙ取替 

２．２０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・スインググリルアクチュエータＡｓｓｙ 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパアブソーバロワー 

・両側フロントバンパエクステンションサブＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・モータカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・付属品 

 

ＬＥＤフロントフォ

グランプ 

２．３０ 

 

取外し状態 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・エアクリーナインレット№３ 

・クーラリフリザラントディスチャージホース№１脱着 

・スインググリルアクチュエータＡｓｓｙ 

・フードトゥーフロントエンドパネルシール取替 

・両側フォグランプカバー 

・両側フロントターンシグナルランプＡｓｓｙ 

・フロントバンパアブソーバロワー 

・両側フロントバンパエクステンションサブＡｓｓｙ 

・フロントバンパエクステンションマウンティングブラケッ

ト取替 

・フロントバンパエネルギアブソーバ 

・フロントバンパバーセンタ 

・両側フロントバンパパッド取替 

・両側フロントバンパパッド 

・両側フロントバンパホールカバー 

・モータカバー 

・ラジエータグリルエンブレムＡｓｓｙ 

・ラジエータグリルサブＡｓｓｙ 

・ラジエータサポートオープニングカバー脱着 

・フォグランプ焦点調整 

・付属品 

 

・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 
 



 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52系）2017年 6月を下記の通り訂正いたします。 

P.20 B020 
指数テーブル欄の一部に追加および変更があったため、該当ページを差替え願います。 

  

Ｂ０２０ 

割増項目 

フロンガス回収・再使用 

０．７０増 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

 

クーラガスチャージ 

０．７０増 

０．８０増 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

 

・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着する

作業 

・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．７０増０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 
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Ｂ０２０ 

割増項目 

フロンガス回収・再使用 

０．７０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

クーラガスチャージ 

０．８０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

ミリメータウェーブレーダセンサＡｓｓｙ 

０．１０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

インテリジェントクリアランスソナー 

０．４０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ウルトラソニックセンサフロントコーナ 

・両側ウルトラソニックセンサフロントサイド 

・両側ウルトラソニックセンサフロントセンタ 

・エンジンルームワイヤ№３ 
 

・両側フロントバンパエクステンション脱着は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着する

作業 

・片側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、片

側のフロントバンパエクステンションを取替える作業 

・両側フロントバンパエクステンション取替は、両側フロントバンパエクステンションおよびラジエータグリルサブＡｓｓｙを一体で脱着し、各

部品を取替える作業 

・フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ取外しにはクーラリフリザラントディスチャージホース№１の脱着が必要、指数はこれを含ん

で作成 

・クーラガスチャージ０．８０増は、フロントバンパリインホースメントサブＡｓｓｙを含む作業項目に使用する 

・クーラガスチャージは、充てんモード移行作業と中間差圧弁状態判定を含んでの作業 

・［除］フロンガス代 
  

装備については装備一覧表(P.11～13)を参照 
脱着作業時①グループは両側フロントバンパエクステンションと一体で脱着 

①ミリメータウェーブレーダ 
センサＡｓｓｙ 

ミリメータウェーブレーダセンサＡｓｓｙ 

インテリジェントクリアランスソナー 

①エンジンルームワイヤ№３ 

①ウルトラソニックセンサ 
フロントコーナ(両側) 

①ウルトラソニックセンサフロントセンタ(両側) 

①ウルトラソニックセンサ 
フロントサイド(両側) 



訂 正 の お 願 い
2019. 1 株式会社自研センター

＊No.J-792 トヨタ プリウス PHV（ZVW52 系）2017 年 6 月を下記の通り訂正いたします。

P.183.184 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

P183 ○:訂正箇所



P184 ○:訂正箇所



＊No.J-792 トヨタ プリウス PHV（ZVW52 系）2017 年 6 月 P. 183 差替分

ナット Ｍ12 ナット



＊No.J-792 トヨタ プリウス PHV（ZVW52 系）2017 年 6 月 P. 184 差替分

ナット Ｍ12 ナット



訂 正 の お 願 い  
2018. 2    株式会社自研センター 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52 系） 2017 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 

 

P. 73 B200､210（フロントドア） 

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品についてメーカー情報の改訂がありましたの 

で一部を訂正いたします。 

該当ページを差替え願います。 

○:訂正箇所     



 

 

脱着作業時①グループは一体で脱着 
＊の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む 

×：再使用不可部品 
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①ドアサイド 
エアバッグ 
センサ 

①フロントドア 
フィックスウインドウ 
ガラス 

①フロントドアガラスサブＡｓｓｙ 

①フロントドアウインドウ 
レギュレータサブＡｓｓｙ 

①パワーウインドウ 
レギュレータモータＡｓｓｙ 

①フロントドア 
フィックスウインドウ 
ウエザストリップ 

①フロントドアフレーム 
サブＡｓｓｙフロントロワー 

①フロントドア 
ガラスラン 

①フロントドアフレーム 
サブＡｓｓｙリヤロワー 

①フロントドアワイヤ 

①スピーカＡｓｓｙフロント№１ 

①フロントドアガラス 
ウエザストリップインナ 

①フロントドアトリム 
ボードサブＡｓｓｙ 

①カーテシランプＡｓｓｙ 

①フロントドア 
インサイドハンドル 
ベゼルプラグ 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルカバー<左側> ①フロントドアアウト 

サイドハンドルＡｓｓｙ 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルパッドフロント 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルパッドリヤ 

①ロックシリンダセット<右側> 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルフレームサブＡｓｓｙ 

①フロントドアロック 
オープンロッド ①フロントドアインサイド 

ロッキングケーブルＡｓｓｙ 

①フロントドアインサイド 
ハンドルサブＡｓｓｙ 

①フロントドアロック 
リモートコントロール 
ケーブルＡｓｓｙ 

①フロントドア 
ロックＡｓｓｙ 
（モータツキ） 

①フロントドア 
パネルプロテクタ 

＊①フロントドアヒンジ 
Ａｓｓｙロワー 

①フロントドア 
チェックＡｓｓｙ 

＊①フロントドアヒンジ 
Ａｓｓｙアッパ 

①×フロントドアダスト 
プルーフシール(３個) 

①フロントドア 
ベントシール 

①フロントドアウインドウ 
フレームモールディングアッパ 

①×フロントドアウインドウ 
フレームモールディングリヤ 

①×フロントドアベルト 
モールディングＡｓｓｙ 

①フロントドアウインドウ 
フレーム 
モールディング 
フロント 

①アウタミラーカバー 

①フロントドア 
サービスホール 
カバー№３ 

①フロントドア 
パネルサブＡｓｓｙ 

①ドアフレーム 
ガーニッシュ 

①×フロントドア 
パネル 
クッション 

①× 

①フロントドア 
サイレンサ 
パッド 

①フロントドア 
サービス 
ホールカバー 

①フロントドアウエザストリップ 

①フロントアームレスト 
ベースパネルアッパ 

①マルチプレックスネットワーク 
マスタスイッチＡｓｓｙ 

①アウタリヤビュー 
ミラーＡｓｓｙ 

①アウタミラースイッチＡｓｓｙ 

片側フロントドアストライプ№３取替 

①×フロントドア 
ストライプ№３ 

①×フロントドアアウトサイド 
ストライプ№４ 

①×フロントドア 
ストライプ№２ 

×ドアロック 
ワイヤリング 
ハーネスシール 

①フロントアーム 
レストＡｓｓｙ 



訂 正 の お 願 い  
2017. 10    株式会社自研センター 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52 系） 2017 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 

 

P. 73 B200､210（フロントドア） 

ドアサイドエアバッグセンサに関する再使用不可部品の情報を追加しました。 

該当ページを差替え願います。 

※本車両では、ドア内部の圧力検知性能への影響を考慮し、気密を保持する部品について 

再使用不可の指定がされています。 

   ：追加箇所  



 
 

 

脱着作業時①グループは一体で脱着 
＊の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む 

×：再使用不可部品 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52 系） 2017 年 6 月              P.73差替分 

①ドアサイド 
エアバッグ 
センサ 

①フロントドア 
フィックスウインドウ 
ガラス 

①フロントドアガラスサブＡｓｓｙ 

①フロントドアウインドウ 
レギュレータサブＡｓｓｙ 

①パワーウインドウ 
レギュレータモータＡｓｓｙ 

①フロントドア 
フィックスウインドウ 
ウエザストリップ 

①フロントドアフレーム 
サブＡｓｓｙフロントロワー 

①フロントドア 
ガラスラン 

①フロントドアフレーム 
サブＡｓｓｙリヤロワー 

①フロントドアワイヤ 

①スピーカＡｓｓｙフロント№１ 

①フロントドアガラス 
ウエザストリップインナ 

①フロントドアトリム 
ボードサブＡｓｓｙ 

①カーテシランプＡｓｓｙ 

①フロントドア 
インサイドハンドル 
ベゼルプラグ 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルカバー<左側> ①フロントドアアウト 

サイドハンドルＡｓｓｙ 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルパッドフロント 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルパッドリヤ 

①ロックシリンダセット<右側> 

①フロントドアアウトサイド 
ハンドルフレームサブＡｓｓｙ 

①フロントドアロック 
オープンロッド ①フロントドアインサイド 

ロッキングケーブルＡｓｓｙ 

①フロントドアインサイド 
ハンドルサブＡｓｓｙ 

①フロントドアロック 
リモートコントロール 
ケーブルＡｓｓｙ 

①フロントドア 
ロックＡｓｓｙ 
（モータツキ） 

①フロントドア 
パネルプロテクタ 

＊①フロントドアヒンジ 
Ａｓｓｙロワー 

①フロントドア 
チェックＡｓｓｙ 

＊①フロントドアヒンジ 
Ａｓｓｙアッパ 

①×フロントドアダスト 
プルーフシール(３個) 

①フロントドア 
ベントシール 

①フロントドアウインドウ 
フレームモールディングアッパ 

①×フロントドアウインドウ 
フレームモールディングリヤ 

①×フロントドアベルト 
モールディングＡｓｓｙ 

①フロントドアウインドウ 
フレーム 
モールディング 
フロント 

①アウタミラーカバー 

①フロントドア 
サービスホール 
カバー№３ 

①フロントドア 
パネルサブＡｓｓｙ 

①ドアフレーム 
ガーニッシュ 

①×フロントドア 
パネル 
クッション 

①× 

①フロントドア 
サイレンサ 
パッド 

①×フロントドア 
サービス 
ホールカバー 

①フロントドアウエザストリップ 

①フロントアームレスト 
ベースパネルアッパ 

①マルチプレックスネットワーク 
マスタスイッチＡｓｓｙ 

①アウタリヤビュー 
ミラーＡｓｓｙ 

①アウタミラースイッチＡｓｓｙ 

片側フロントドアストライプ№３取替 

①×フロントドア 
ストライプ№３ 

①×フロントドアアウトサイド 
ストライプ№４ 

①×フロントドア 
ストライプ№２ 

×ドアロック 
ワイヤリング 
ハーネスシール 

①フロントアーム 
レストＡｓｓｙ 



訂 正 の お 願 い  
2017. 10    株式会社自研センター 

＊No.J-792 トヨタ プリウスＰＨＶ（ZVW52 系） 2017 年 6月を下記の通り訂正いたします。 

 

P. 23 B040 

割増項目「片側ヘッドランプレンズ取替」が追加設定されましたので、該当ページを差替え願いま

す。 

 

   ：追加箇所  



Ｂ０４０ 

（６）両側ヘッドランプユニットＡｓｓｙ取替 

アダプティブハイ

ビームシステム 

０．７０ 

 

取外し状態 

・両側フロントバンパエクステンション  
 

(含)作業および部品 

・両側フェンダエプロンマッドガードシールサブＡｓｓｙ脱

着 

・両側ヘッドランプコンピュータ№１ 

・両側ヘッドランプライトコントロールコンピュータＡｓｓｙ 

・焦点調整 

・付属品 

 

割増項目 

補修用ヘッドランプブラケット取替 

０．３０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

片側ヘッドランプレンズ取替 

０．９０増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・ヘッドランプガスケット取替 

・ヘッドランプコンピュータ№１脱着 

・ヘッドランプブラケット脱着 

・ヘッドランププロテクタ 
 

アダプティブハイ

ビームシステム 

１．００増 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・両側ヘッドランプガスケット取替 

・ヘッドランプコンピュータ№１脱着 

・ヘッドランプブラケット脱着 

・ヘッドランププロテクタ 

・ヘッドランプライトコントロールコンピュータＡｓｓｙ脱着 

 

・ヘッドランプユニットＡｓｓｙ取替とはバルブ類を再使用しヘッドランプユニットＡｓｓｙを取替える作業 

・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット１個を取替える作業 
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＊の部品については指数テーブル欄を参照 

フェンダエプロンマッドガード 
シールサブＡｓｓｙ 

ヘッドランプＡｓｓｙ 

＊ヘッドランプユニットＡｓｓｙ 

ヘッドランプライトコントロール 
コンピュータＡｓｓｙ 
<アダプティブハイビームシステム> 

ヘッドランプコンピュータ№１ 

ヘッドランププロテクタ 
ヘッドランプブラケット 

×：再使用不可部品 

補修用ヘッドランプブラケット取替 

ヘッドランププロテクタ 
リテーナアッパ 

ヘッドランププロテクタ 
リテーナアッパ№２ 

ヘッドランププロテクタ 
リテーナアッパ№３ 

片側ヘッドランプレンズ取替 

ヘッドランプレンズ 

ヘッドランプレンズガスケット 

×ヘッドランプガスケット 
<アダプティブハイ 
 ビームシステム> 

×ヘッドランプ 
ガスケット 


