
訂 正 の お 願 い  
2015. 4    株式会社自研センター 

 

＊No.J-699 トヨタ ノア （80 系）2014 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 

P.82 B290 
指数テーブル摘要欄の一部に削除・追加訂正があったため、差替え願います。 

 
 

Ｂ２９０ 

（１）ボデーロワーバックパネルアウタ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

５．５０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

５．５０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

（２）ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

５．９０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

５．９０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは両側端部を残して中央部のみ取替る作業 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



 
＊No.J-699 トヨタ ノア （80 系）2014 年 6 月                                     P. 82差替分 

Ｂ２９０ 

（１）ボデーロワーバックパネルアウタ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

５．５０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

５．５０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

（２）ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

５．９０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

５．９０ 

 

取外し状態 

・リヤバンパカバー ・両側サードシート 
 

(含)作業および部品 

・両側クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・両側リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・水密テスト 

・付属品 

 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは両側端部を残して中央部のみ取替る作業 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 
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P.84 B310 
指数テーブル摘要欄の一部に削除・追加訂正があったため、差替え願います。 

 

 

Ｂ３１０ 

（１）片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙイ

ンナ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ  左

側 

１５．４０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

３ＺＲ－ＦＡＥ  右

側 

１５．１０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 

・リヤクーリングユニット 

 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

・クォータパネル上部および下部（ロッカパネル部）でのカット作業 

・バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメントは上部でのカット作業 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは片側端部を残して取替る作業 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワーは左側の部品名称、右側の部品名称はベルトアンカトゥークォータリインホー

スインナロワーとなる 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 

・［除］ルーフヘッドライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラオープニングリッドＡｓｓｙがある左側クォータパネルでのフューエルタンクサブＡｓｓｙ脱着作業 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-699 トヨタ ノア（80 系） 2014 年 6 月                                     P. 84差替分 

Ｂ３１０ 

（１）片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙイ

ンナ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ  左

側 

１５．４０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

３ＺＲ－ＦＡＥ  右

側 

１５．１０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 

・リヤクーリングユニット 

 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

・クォータパネル上部および下部（ロッカパネル部）でのカット作業 

・バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメントは上部でのカット作業 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは片側端部を残して取替る作業 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワーは左側の部品名称、右側の部品名称はベルトアンカトゥークォータリインホー

スインナロワーとなる 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 

・［除］ルーフヘッドライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラオープニングリッドＡｓｓｙがある左側クォータパネルでのフューエルタンクサブＡｓｓｙ脱着作業 
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P.85 B310 
指数テーブル摘要欄の一部に削除・追加訂正があったため、差替え願います。 

 

 

Ｂ３１０ 

（１）片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙイ

ンナ取替 

２ＺＲ－ＦＸＥ 左側 

１５．４０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 右側 

１５．１０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 

・リヤクーリングユニット 

 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアパン脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

・クォータパネル上部および下部（ロッカパネル部）でのカット作業 

・バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメントは上部でのカット作業 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは片側端部を残して取替る作業 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワーは左側の部品名称、右側の部品名称はベルトアンカトゥークォータリインホー

スインナロワーとなる 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 

・［除］ルーフヘッドライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラオープニングリッドＡｓｓｙがある左側クォータパネルでのフューエルタンクサブＡｓｓｙ脱着作業 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-699 トヨタ ノア （80 系）2014 年 6 月                                     P. 85差替分 

Ｂ３１０ 

（１）片側クォータパネル、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙイ

ンナ取替 

２ＺＲ－ＦＸＥ 左側 

１５．４０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 右側 

１５．１０ 

 

取外し状態 

・ボデーロッカパネルモールディングＡｓｓｙ 

・スライドドアサブＡｓｓｙ 

・リヤバンパカバー 

・リヤバンパカバーアッパ 

・両側サードシート 

・クォータウインドウＡｓｓｙ 

・リヤクーリングユニット 

 

(含)作業および部品 

・クォータスカッフインサイドプレート脱着 

・両側クォータトリムパネルＡｓｓｙフロント脱着 

・クォータピラーガーニッシュ脱着 

・クォータロックピラーエクステンション取替 

・スペアホイールカバー脱着 

・デッキボードＡｓｓｙ脱着 

・バックドアウエザストリップ脱着 

・バックドアオープニングアッパコーナフレーム取替 

・バックドアオープニングトルーフ取替 

・バックドアオープニングリインホースメントロワー取替 

・バックドアサイドストッパリテーナ取替 

・バックドアスカッフプレート脱着 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワ

ー取替 

・ラゲージコンパートメントトリムカバー№１脱着 

・ラゲージコンパートメントトリムボックス脱着 

・リヤコンビネーションランプＡｓｓｙ脱着 

・両側リヤドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 

・リヤドアスカッフプレート脱着 

・リヤフロアマットプレート№１脱着 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメント取替 

・ルーフサイドガーニッシュＡｓｓｙインナ脱着 

・ルーフサイドパネルインナリヤ取替 

・水密テスト 

・付属品 
 

・クォータパネル上部および下部（ロッカパネル部）でのカット作業 

・バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業 

・リヤボデーリヤサイドパネルリインホースメントは上部でのカット作業 

・ボデーロワーバックパネルサブＡｓｓｙインナは片側端部を残して取替る作業 

・ベルトアンカトゥークォータリインホースメントインナロワーは左側の部品名称、右側の部品名称はベルトアンカトゥークォータリインホー

スインナロワーとなる 

・クォータスカッフインサイドプレートは左側の部品名称、右側の部品名称はクォータスカッフプレートインナとなる 

・［除］ルーフヘッドライニングＡｓｓｙ 

・［除］フューエルフィラオープニングリッドＡｓｓｙがある左側クォータパネルでのフューエルタンクサブＡｓｓｙ脱着作業 

 

 



訂 正 の お 願 い  
2014. 10    株式会社自研センター 

 

＊No.J-699 トヨタ ノア 2014 年 6 月（80 系）を下記の通り訂正いたします。 

 

P.35 B140 
指数値(2)が追加設定されたため、該当ページを追加差込み願います。 

 

 

Ｂ１４０ 

（２）ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・インバータウォータポンプＡｓｓｙ（モータツキ） 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

・［除］両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ、両側フロントサイドメンバプレート№２ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 

 

 



＊No.J-699 トヨタ ノア 2014 年 6 月（80 系）                                P. 35追加差込み分 

Ｂ１４０ 

（２）ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・インバータウォータポンプＡｓｓｙ（モータツキ） 

 

(含)作業および部品 

・付属品  
 

・［除］両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ、両側フロントサイドメンバプレート№２ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 
 
 

フロントクロス 
メンバサブＡｓｓｙ 

フードロック 
サポート 
サブＡｓｓｙ 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙ 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ 

フロント 
バンパ 
ステー ラジエータ 

サポートリイン 
ホースメント 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙ 

ラジエータ 
マウンティング 
リインホースメント 

エプロンフェンダサイド 
エクステンション ラジエータ 

サポートアッパ 



＊No.J-699 トヨタ ノア 2014 年 6 月（80 系）                             
 
 

P.55 B172 
指数値(3)が追加設定されたため、該当ページを追加差込み願います。 

 

Ｂ１７２ 

（３）ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ、片側フロントバンパアームサポート取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ取

替 

・両側フロントサイドメンバプレート№２取替 

・付属品 

 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・インバータウォータポンプＡｓｓｙ（モータツキ） 

 

(含)作業および部品 

・両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ取

替 

・両側フロントサイドメンバプレート№２取替 

・付属品 

 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 

 



＊No.J-699 トヨタ ノア 2014 年 6 月（80 系）                                P. 55追加差込み分 

Ｂ１７２ 

（３）ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ、片側フロントバンパアームサポート取替 

３ＺＲ－ＦＡＥ 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ取

替 

・両側フロントサイドメンバプレート№２取替 

・付属品 

 

２ＺＲ－ＦＸＥ 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパカバー 

・フロントバンパリインホースメント 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパモータＡｓｓｙおよびウインドシー

ルドワイパリンクＡｓｓｙ 

・カウルトップアウトサイドパネルフロント 

・カウルトップベンチレータルーバ 

・クーラコンデンサＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・インバータウォータポンプＡｓｓｙ（モータツキ） 

 

(含)作業および部品 

・両側フロントサイドメンバエクステンションサブＡｓｓｙ取

替 

・両側フロントサイドメンバプレート№２取替 

・付属品 

 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 
 
 

フロントサイドメンバ 
プレート№２ 

フロントバンパ 
アームサポート 

フロントサイドメンバ 
エクステンションサブＡｓｓｙ 

フロントサイドメンバ 
エクステンションサブＡｓｓｙ 

フロントサイドメンバプレート№２ 

フロントクロス 
メンバサブＡｓｓｙ 

フードロック 
サポート 
サブＡｓｓｙ 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙ 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙアッパ 

フロント 
バンパ 
ステー ラジエータ 

サポートリイン 
ホースメント 

ラジエータサポートサブＡｓｓｙ 

ラジエータ 
マウンティング 
リインホースメント 

エプロンフェンダサイド 
エクステンション ラジエータ 

サポートアッパ 


