
訂 正 の お 願 い  
2016. 12    株式会社自研センター 

 

＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン （RP1･2･3･4系）2016年 2月を下記の通り訂正いたします。 

P.46 B270 
指数テーブルに一部削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。 

 
 

Ｂ２７０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット取替 

左側 

７．００ 

７．５０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

右側 

６．７０ 

７．２０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

（２）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、片側リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

左側 

７．４０ 

７．９０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

右側 

７．１０ 

７．６０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロア

ガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン （RP1･2･3･4系）2016年 2月                      P. 46差替分  

Ｂ２７０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット取替 

左側 

７．５０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

右側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

（２）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、片側リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

左側 

７．９０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

右側 

７．６０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・リヤーバンパフェイス 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・スライドドアーウエザストリップ脱着 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロ

アガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 
 



＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン （RP1･2･3･4系）2016年 2月を下記の通り訂正いたします。 

 

P.52  B310  

    指数テーブルに一部削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。 

 

 

Ｂ３１０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、リヤーフレームエンドクロスメンバセット、リヤーエン

ドロアークロスメンバ取替 

左側 

１４．３０ 

１４．９０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＷＤ 右側 

１４．１０ 

１４．６０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

・エキゾーストサイレンサＣＯＭＰ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーアッパフレームセットは後部でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロ

アガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン （RP1･2･3･4系）2016年 2月                        P. 52差替分  
Ｂ３１０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、リヤーフレームエンドクロスメンバセット、リヤーエン

ドロアークロスメンバ取替 

左側 

１４．９０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＷＤ 右側 

１４．６０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

・エキゾーストサイレンサＣＯＭＰ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーアッパフレームセットは後部でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロ

アガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 



＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン （RP1･2･3･4系）2016年 2月を下記の通り訂正いたします。 

 

P.53  B310  

    指数テーブルに一部削除・追加があったため、該当ページを差替え願います。     
 

Ｂ３１０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、リヤーフレームエンドクロスメンバセット、リヤーエン

ドロアークロスメンバ取替 

４ＷＤ 右側 

１４．１０ 

１４．６０ 

 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

・エキゾーストテールＣＯＭＰ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーアッパフレームセットは後部でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロ

アガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 
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Ｂ３１０ 

（１）片側リヤーアウトサイドロアーパネルセット、リヤーフレームエンドクロスメンバセット、リヤーエン

ドロアークロスメンバ取替 

４ＷＤ 右側 

１４．６０ 

取外し状態 

・サイドシルガーニッシュＡｓｓｙ 

・スライドドアーパネルＣＯＭＰ 

・両側リヤーバンパフェイス 

・両側サードシート 

・クォータウインドシールドガラス 

・エバポレータＡｓｓｙ 

・エキゾーストテールＣＯＭＰ 

 

(含)作業および部品 

・クォータピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・両側スライドドアーウエザストリップ脱着 

・タイダウンスチフナセット取替 

・テールゲートウェザストリップ脱着 

・テールライトＡｓｓｙ脱着 

・リヤーアッパフレームセット半裁取替 

・リヤーサイドガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーサイドグリップＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤーサイドライニングＣＯＭＰ脱着 

・リヤーパネルライニングＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガーニッシュＡｓｓｙ脱着 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替 

・リヤーピラーロアーバルクヘッド取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＡ取替 

・リヤーフレームエンドエクステンションＢ取替 

・両側リヤーフレームエンドフロントエクステンション取

替 

・両側リヤーフレームエンドリヤーエクステンション取替 

・リヤーフロアカーペットＡｓｓｙ脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

 

・リヤーアウトサイドロアーパネルセット上部および下部（サイドシル部）でのカット作業 

・リヤーアッパフレームセットは後部でのカット作業 

・リヤーピラーガターＣＯＭＰ取替は、リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンションをボデー側に残してリヤピラーロ

アガターのみ取替える作業 

・リヤピラーアッパガター、リヤピラーガターアッパエクステンション、リヤピラーロアガターの名称はボディ整備編より引用 

・［除］ルーフライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラリッドＣＯＭＰがある左側リヤーアウトサイドロアーパネルセットでのフューエルタンクセット脱着作業 

 
＊の部品については指数テーブル欄を参照。 

リヤーフレームエンド 
クロスメンバセット 

リヤーアッパフレームセット 

リヤーフレームエンド 
エクステンションＢ 

リヤーフレームエンド 
リヤーエクステンション 

リヤーフレームエンド 
エクステンションＡ 

リヤーフレームエンド 
フロントエクステンション 

リヤーエンドロアー 
クロスメンバ 

タイダウン 
スチフナセット 

リヤーフレームエンド 
リヤーエクステンション 

リヤーフレームエンド 
フロントエクステンション 

リヤーピラーロアー 
バルクヘッド 

溶接点で 
取外す 

リヤーアウトサイド 
ロアーパネルセット 

[カット断面Ｂ-Ｂ’] [カット断面Ａ-Ａ’] 

［カット断面Ｃ-Ｃ’］ 

Ａ Ａ’ 

Ｃ 

Ｃ’ 

Ｂ 

Ｂ’ 

＊リヤーピラー 
ガターＣＯＭＰ 



訂 正 の お 願 い
2016. 6 株式会社自研センター

＊No.J-758 ホンダ ステップワゴン（RP1･2･3･4 系） 2016 年 2 月を下記の通り訂正いたします。

P.114 特定部位の地上高
地上高の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所
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■参考値(特定部位の地上高)

特定部位の地上高


