
運 転 支 援 システム再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 のご案 内  

2021. 9    株式会社自研センター 

 

＊No.J-862 トヨタ ヤリス （KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系）2020年 8月を 

下記の通り追加いたします。 

 

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾（P.157）に 

該当ページを差込み願います。 
 

 
 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系)2020年 8月 

P.157差込み分① 
 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系)2020年 8月 

P.157差込み分② 
  



 
＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系)2020年 8月 

P.157差込み分③ 
  

Ａ０１０ 

（１）運転支援システム再設定・調整基本作業 

０．２０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・タイヤ空気圧調整 ・調整作業エリアへの移動 
 

（２）大型ＳＳＴ準備作業（平面ターゲット） 

０．１０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

－  
 

（３）スキャンツール接続作業 

ＧＴＳ使用 

０．３０ 

 

前提作業 

－  
 

(含)作業および部品 

・ＤＴＣ確認・消去 ・スキャンツール操作 
 

割増項目 

ＥＣＵセキュリティキー更新作業 

０．３０増 

 

前提作業 

・スキャンツール接続作業  
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作  
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、Ａ０１０の各指数は最大１回使用する 

・ＥＣＵセキュリティキー更新作業はフォワードレコグニションカメラやミリメータウェーブレーダセンサＡｓｓｙを取替えた場合に実施する作

業 
 

Ａ１１０ 

（１）パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業（インテリジェントクリアランスソナー）フロン

ト 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 

・フロントセンサ角度測定 

・フロントセンサ高さ測定 

・路面傾斜角度測定 
 

（２）パーキングサポートブレーキシステム登録設定作業（インテリジェントクリアランスソナー）リヤ 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 

・リヤセンサ角度測定 

・リヤセンサ高さ測定 

・路面傾斜角度測定 
 

（３）アドバンストパーク登録設定作業（トヨタチームメイト）フロントおよびリヤ 

１．００ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 

・フロントセンサ角度測定 

・フロントセンサ高さ測定 

・リヤセンサ角度測定 

・リヤセンサ高さ測定 

・路面傾斜角度測定 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 
 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系)2020年 8月 

P.157差込み分④ 
  
Ａ１２０ 

（１）フロントカメラターゲット調整作業（一括認識） 

レーザ墨出し器使

用、レーザ墨出し

器未使用 

０．６０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 

・スキャンツール接続作業 

・ＥＣＵセキュリティキー更新作業 

 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・ターゲットボード№１およびターゲットシート№２を使用しての作業 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する 

・［除］ターゲット作成 
 

Ａ１３０ 

（１）ミリメータウェーブレーダセンサＡｓｓｙターゲット調整作業（三角ターゲット） 

レーザ墨出し器使

用、レーザ墨出し

器未使用 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 

・スキャンツール接続作業 

・ＥＣＵセキュリティキー更新作業 

 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

（２）ミリメータウェーブレーダセンサＡｓｓｙターゲット調整作業（平面ターゲット） 
レーザ墨出し器使

用 

０．６０ 

レーザ墨出し器未

使用 

０．５０ 

 

前提作業 

・運転支援システム再設定・調整基本作業 

・大型ＳＳＴ準備作業（平面ターゲット） 

・スキャンツール接続作業 

・ＥＣＵセキュリティキー更新作業 
 

(含)作業および部品 

・スキャンツール操作 ・ターゲット設置 
 

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大１回使用する  



訂 正 の お 願 い  
2021. 2    株式会社自研センター 

 

＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15 系) 2020 年 8 月を下記の通り

訂正いたします。 

P.84  B341 

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。 
 

 

Ｂ３４１ 

（１）リヤフロアクロスメンバサブＡｓｓｙ№２取替 

２ＷＤ 

１．５０ 

１．７０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙフロント 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

Ｍ１５Ａ－ＦＫＳ ４

ＷＤ 

１．５０ 

１．６０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙセンタ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

Ｍ１５Ａ－ＦＸＥ ４

ＷＤ 

１．５０ 

１．６０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙフロント 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



 
＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系) 2020年8月 P. 84差替分  

Ｂ３４１ 

（１）リヤフロアクロスメンバサブＡｓｓｙ№２取替 

２ＷＤ 

１．７０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙフロント 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

Ｍ１５Ａ－ＦＫＳ ４

ＷＤ 

１．６０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙセンタ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

Ｍ１５Ａ－ＦＸＥ ４

ＷＤ 

１．６０ 

 

取外し状態 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙ 

・リヤフロアパン 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパリインホースメントサブＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・エキゾーストテールパイプＡｓｓｙ 

・エキゾーストパイプＡｓｓｙフロント 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

 

 

２ＷＤ 

４ＷＤ 

リヤフロアクロス 
メンバサブＡｓｓｙ№２ 

リヤフロアクロス 
メンバサブＡｓｓｙ№２ 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15 系) 2020 年 8 月を下記の通り

訂正いたします。 

P.126  M170､180 

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。 
 

 ○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系) 2020年8月P. 126差替分   

Ｍ１７０ 

（１）エレクトリックパワーステアリングコラムサブＡｓｓｙ脱着 

１ＫＲ－ＦＥ、Ｍ１５

Ａ－ＦＫＳ ＣＶＴ、

Ｍ１５Ａ－ＦＸＥ 

１．３０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ

ロワー脱着 

・インストルメントサイドパネル№１脱着 

・インストルメントパネルアンダカバーサブＡｓｓｙ№１脱

着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルＡｓｓｙロワー

脱着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着 

・エアダクト№２脱着 

・カウルサイドトリムボード脱着 

・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 

・コンソールボックスサブＡｓｓｙフロント脱着 

・スイッチホールベースサブＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングコラムカバーアッパ脱着 

・ステアリングコラムカバーロワー脱着 

・ステアリングホイールＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチマウンティングアジャスタ取替 

・フロントドアスカッフプレート脱着 

・ホーンボタンＡｓｓｙ脱着 

 

Ｍ１５Ａ－ＦＫＳ Ｍ

／Ｔ 

１．４０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ

ロワー脱着 

・インストルメントサイドパネル№１脱着 

・インストルメントパネルアンダカバーサブＡｓｓｙ№１脱

着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルＡｓｓｙロワー

脱着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着 

・エアダクト№２脱着 

・カウルサイドトリムボード脱着 

・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 

・コンソールボックスサブＡｓｓｙフロント脱着 

・シフトレバーノブ脱着 

・スイッチホールベースサブＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングコラムカバーアッパ脱着 

・ステアリングコラムカバーロワー脱着 

・ステアリングホイールＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチマウンティングアジャスタ取替 

・フロントドアスカッフプレート脱着 

・ホーンボタンＡｓｓｙ脱着 

  

Ｍ１８０ 

（１）エレクトリックパワーステアリングコラムサブＡｓｓｙ取替 

１ＫＲ－ＦＥ、Ｍ１５

Ａ－ＦＫＳ ＣＶＴ、

Ｍ１５Ａ－ＦＸＥ 

１．９０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ

ロワー脱着 

・インストルメントサイドパネル№１脱着 

・インストルメントパネルアンダカバーサブＡｓｓｙ№１脱

着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルＡｓｓｙロワー

脱着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着 

・エアダクト№２脱着 

・エレクトリックパワーステアリングモータシャフトダンパ

取替 

・カウルサイドトリムボード脱着 

・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 

・コンソールボックスサブＡｓｓｙフロント脱着 

・スイッチホールベースサブＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングインタミディエイトシャフトＡｓｓｙ№２ 

・ステアリングコラムカバーアッパ脱着 

・ステアリングコラムカバーロワー脱着 

・ステアリングコラムクランプアッパ 

・ステアリングセンサ 

・ステアリングパッドスイッチＡｓｓｙ 

・ステアリングホイールＡｓｓｙ 

・ステアリングホイールオーナメント№１ 

・ステアリングホイールスイッチハウジング 

・ステアリングロックアクチュエータＯＲアッパブラケットＡ

ｓｓｙ 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチマウンティングアジャスタ取替 

・スパイラルケーブルサブＡｓｓｙ 

・パワーステアリングコンピュータＡｓｓｙ 

・フロントドアスカッフプレート脱着 

・ホーンボタンＡｓｓｙ 

・付属品 

 



 

＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15 系) 2020 年 8 月を下記の通り

訂正いたします。 

P.127  M180 

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。 
 

 ○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系) 2020年8月P. 127差替分  
Ｍ１８０ 

（１）エレクトリックパワーステアリングコラムサブＡｓｓｙ取替 

Ｍ１５Ａ－ＦＫＳ Ｍ

／Ｔ 

１．９０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ

ロワー脱着 

・インストルメントサイドパネル№１脱着 

・インストルメントパネルアンダカバーサブＡｓｓｙ№１脱

着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルＡｓｓｙロワー

脱着 

・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着 

・エアダクト№２脱着 

・エレクトリックパワーステアリングモータシャフトダンパ

取替 

・カウルサイドトリムボード脱着 

・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 

・コンソールボックスサブＡｓｓｙフロント脱着 

・シフトレバーノブ脱着 

・スイッチホールベースサブＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングインタミディエイトシャフトＡｓｓｙ№２ 

・ステアリングコラムカバーアッパ脱着 

・ステアリングコラムカバーロワー脱着 

・ステアリングコラムクランプアッパ 

・ステアリングセンサ 

・ステアリングパッドスイッチＡｓｓｙ 

・ステアリングホイールＡｓｓｙ 

・ステアリングホイールオーナメント№１ 

・ステアリングホイールスイッチハウジング 

・ステアリングロックアクチュエータＯＲアッパブラケットＡ

ｓｓｙ 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ脱着 

・ストップランプスイッチマウンティングアジャスタ取替 

・スパイラルケーブルサブＡｓｓｙ 

・パワーステアリングコンピュータＡｓｓｙ 

・フロントドアスカッフプレート脱着 

・ホーンボタンＡｓｓｙ 

・付属品 

 

 



 

＊No.J-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15 系) 2020 年 8 月を下記の通り

訂正いたします。 

P. 128  M170､180 

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-862 トヨタ ヤリス (KSP210､MXPA10､MXPA15､MXPH10､MXPH15系) 2020年8月P. 128差替分 
 

 

 

カウルサイドトリムボード 

フロントドアスカッフプレート 

脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着 

②エレクトリックパワーステアリングコラムサブＡｓｓｙ 

②ステアリングインタミディエイト 
シャフトＡｓｓｙ№２ 

②スパイラルケーブル 
サブＡｓｓｙ 

②ステアリングセンサ 

②ステアリングホイールスイッチハウジング 

②ウインドシールド 
ワイパスイッチＡｓｓｙ 

②ターンシグナルスイッチ 

①ステアリングホイールＡｓｓｙ 

ホーンボタンＡｓｓｙ 

②パワーステアリング 
コンピュータＡｓｓｙ 

①ステアリングパッドスイッチＡｓｓｙ 

①ステアリングホイールオーナメント№１ 

ステアリングコラム 
カバーロワー 

ステアリングコラムカバーアッパ 

コラムホールカバーサイレンサシート 

②ステアリングロックアクチュエータ 
ＯＲアッパブラケットＡｓｓｙ 

インストルメントサイドパネル№１ 

インストルメントクラスタフィニッシュ 
パネルガーニッシュロワー 

インストルメントパネル 
フィニッシュパネルロワー スイッチホール 

ベースサブＡｓｓｙ 

×ストップランプスイッチ 
マウンティングアジャスタ ③コンソールボックス 

サブＡｓｓｙフロント 

インストルメントパネル 
フィニッシュパネルＡｓｓｙロワー 

シフトレバーノブ 

エアダクト№２ 

②ステアリングコラム 
クランプアッパ 

ストップランプスイッチＡｓｓｙ 

×②エレクトリックパワー 
ステアリングモータシャフトダンパ 

③シフティングホール 
カバーサブＡｓｓｙ 

インストルメントパネル 
アンダカバーサブＡｓｓｙ№１ 

(Ｍ１５Ａ－ＦＫＳ Ｍ／Ｔ) 


