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アイシス［M1 系］～ 2013.10

1 アウタミラーカバー取り外し
①鏡面上部を押し付け、鏡面を傾ける。 
②図に示す位置に保護テープを貼る。 
③ ルーフモールディングリムーバーを使用して、ツメ２

箇所のかん合をはずす。

④ ガイド２箇所を外し、アウタリヤビューミラーを取り
はずす。 

【寒冷地仕様車の場合（寒冷地なしの場合は⑥ へ ）】
⑤ 各コネクターを切り離す。

⑥ ツメ A・B・C のかん合を外し、アウタミラーカバー
を浮かせる。

⑦ アウタミラーカバーを矢印の方向に引きながら残りの
ツメ４箇所のかん合を外し、アウタミラーカバーを取
りはずす。 

　※ツメの破損に注意する。

2 サイドターンシグナルランプ ASSY 取り外し 
⑧コネクターを切り離す。 
⑨ スクリュー３本を外し、サイドターンシグナルランプ

ASSY を取りはずす。 
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アイシス［M1 系］2013.10 ～

1 アウタミラーカバー取り外し
① アウタリヤビューミラー ASSY の図に示す位置に保護

テープを貼る。 
②鏡面上部を押し付け、鏡面を傾ける。

保護テープ

③ 図のように、モールディングリムーバーを使用して、
ツメのかん合２箇所をはずす。

　※ アウタリヤビューミラーを無理に引くと、アクチュ
エータ機構部がはずれたり、鏡面部が割れたりする
おそれがあるので注意する。

モールディング
リムーバー

④ 図のように、ガイド２箇所を外し、アウタリヤビュー
ミラーを取りはずす。

 【寒冷地仕様車の場合（寒冷地なしの場合は⑥ へ ）】
⑤ ミラーヒーターコネクター２箇所を切り離す。

⑥ツメのかん合５箇所をはずす。

⑦ 図のように、ツメのかん合２箇所を外し、アウタミラー
カバーを取りはずす。

　※ ツメが破損するおそれがあるため、アウタリヤビュー
ミラー ASSY 下部と平行に引く。

　※ツメが破損するおそれがあるため、無理に引かない。 

アウタリヤビュー
ミラーASSY下部

2 サイドターンシグナルランプ ASSY 取り外し 
⑧ ツメ２箇所のかん合をはずす。
⑨ コネクターを切り離し、サイドターンシグナルランプ

ASSY を取りはずす。
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ヴァンガード［A3系］

1アウタリヤビューミラー取り外し
①鏡面上部を押し付け、鏡面を傾ける。
②図の位置に保護テープを貼る。
③�保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、
図のようにしてツメのかん合２箇所をはずす。

【ミラーヒーターなしの場合】
④�図のようにしてツメのかん合２箇所を外し、アウタミ
ラーを切り離す。（2 �へ）

�【ミラーヒーターありの場合】
④�コネクター２箇所を切り離し、アウタミラーを取りは
ずす。

2 �サイドテレビジョンカメラASSY 取り外し（なしの
場合は3へ）

⑤�クランプのかん合を外し、コネクターをアウターリア
ビューミラーASSYから切り離す。

⑥�スパークプラグギャップゲージ 0.9mm を使用して、図
のように、ツメのかん合部の脇に挿入してコネクター
を起こし、コネクターを切り離す。

　※�ギャップゲージは、ツメがコネクター凸部と同じ高
さになるまで挿入する。

　※�コネクターのツメが破損するため、必要以上にツメ
を上げない。

　※�コネクターのツメが破損した場合、新品のサイドテ
レビジョンカメラASSYに交換すること。

⑦�スクリュー２本を取り外し、サイドテレビジョンカメ
ラASSYおよびブラケットを取りはずす。
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3アウタミラーカバー取り外し
⑧図の位置に保護テープを貼る。

⑨�ツメのかん合５箇所を外し、図の要領で、アウタミラー
カバーを車両前方へ切り離す。

⑩�保護テープを貼ったクリップリムーバーを使用して、
ツメ（A）のかん合をはずす。

⑪�ツメ（B）のかん合およびツメ（C）のかん合を外し、
図の矢印方向にアウタミラーカバーを取りはずす。

　※アウタミラーカバーを落下させない。

4サイドターンシグナルランプASSY取り外し
⑫�スクリュー２本を外し、サイドターンシグナルランプ
ASSYを切り離す。

⑬�コネクターを切り離し、サイドターンシグナルランプ
ASSYを取りはずす。
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ランドクルーザー［J20 系］

1アウタミラー取り外し
①鏡面上部を押し下げ、鏡面を傾ける。 
② アウタリヤビューミラー ASSY の図の位置に保護テー

プを貼る。 
③ モールディングリムーバーを使用して、ツメのかん合

４箇所をはずす。 

保護テープ

【�ミラーヒーターありの場合（なしの場合⑧へ）】
④ アウタリヤビューミラー ASSY 内部のコネクター２箇

所を切り離す。

【�ECミラー付きの場合（なしの場合⑨へ）】
⑤ アウタリヤビューミラー ASSY 内部のコネクターを切

り離す。 

【�ブラインドスポットモニターシステムありの場合（な
しの場合3へ）】

⑥コネクターを切り離す。
⑦アウタミラーを取りはずす。

2アウタミラーカバー取り外し
⑧ 以下の手順により、図の順番でアウタミラーカバーの

ツメのかん合をはずす。

⑨ 保護テープを貼ったマイナスドライバー２本を使用し
て、ツメのかん合２箇所をはずす。

保護テープ

保護テープ
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⑩ ボデーカバーとアウタミラーカバーの間に隙間を作る
ために、図のように保護テープを貼ったマイナスドラ
イバーを差し込み、ボデーカバーを押す。

　※リブを傷つけない。

保護テープ

リブ

アウタミラー
カバー内側

⑪ ボデーカバーとアウタミラーカバーのかん合部の図の
位置に保護テープを貼る。

⑫ 前の手順で作ったボデーカバーとアウタミラーカバー
の隙間にモールディングリムーバーを差し込む。 

　※ モールディングリムーバーは４mm 以上差し込まない。

４mm保護テープ

⑬ 図のようにモールディングリムーバーを下にスライド
させて、ツメ２箇所のかん合をはずす。 

　※ モールディングリムーバーは４mm以上差し込まない。 
　※ リブを破損する恐れがあるため、モールディングリ

ムーバーをスライドさせるのは、アウタミラーカ
バー下部より 40mm までにする。

⑭ モールディングリムーバーを取りはずす。

保護テープ

４mm

40mm

⑮ ボデーカバーとアウタミラーカバーのかん合部の図の
位置に保護テープを貼る。

⑯ ボデーカバーとアウタミラーカバーの隙間の図の位置
にモールディングリムーバーを差し込み、ツメ１箇所
のかん合をはずす。

保護テープ
アウタミラー下側

⑰ 保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、
ツメのかん合１箇所をはずす。

保護テープ

⑱ ツメのかん合２箇所を外して、アウタミラーカバーを
取りはずす。

　※ アウタミラーカバーをはずすときに、サイドターン
シグナルランプに傷をつけない。

3サイドターンシグナルランプASSY取り外し
⑲ スクリュー３本を外し、サイドターンシグナルランプ

ASSY を取りはずす。 
⑳コネクターを切り離す。
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