訂正のお願い
2021. 10

株式会社自研センター

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.133

M030
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

Ｍ０３０
（１）片側フロントサスペンション脱着
取外し状態

１．９０

・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き

・フロントホイールアライメント測定
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
側
(含)作業および部品

１．９０

・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・トランスミッションオイル補充

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
２ＡＲ－ＦＥ ４ＷＤ ・ヘッドランプＡｓｓｙ
右側、２ＧＲ－ＦＥ ・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
４ＷＤ 右側
(含)作業および部品

２．００

・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・トランスファオイル補充
・トランスミッションオイル補充

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定
・ロードテスト

・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１はボデー側に残しての作業

P. 133 差替分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月

Ｍ０３０
（１）片側フロントサスペンション脱着
取外し状態

１．９０

・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き

・フロントホイールアライメント測定
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
側
(含)作業および部品

１．９０

・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・トランスミッションオイル補充

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
２ＡＲ－ＦＥ ４ＷＤ ・ヘッドランプＡｓｓｙ
右側、２ＧＲ－ＦＥ ・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
４ＷＤ 右側
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ・ブレーキエア抜き
ング取替
・フロントホイールアライメント測定
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・ロードテスト
・トランスファオイル補充
・トランスミッションオイル補充
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１はボデー側に残しての作業

２．００

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.133
P.134

M040
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

Ｍ０４０
（１）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整
取外し状態

４．６０

・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・エンジンアンダカバー№２脱着
・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品
・エンジンアンダカバー№２脱着
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
側
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
４．６０
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト

・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションクロスメンバサブＡｓｓｙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙを取外す際、ステアリングギヤＡｓｓｙはボデー側に残しての作業
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.134

M040
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

Ｍ０４０
（１）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整
取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品
２ＡＲ－ＦＥ ４ＷＤ ・エンジンアンダカバー№２脱着
右側、２ＧＲ－ＦＥ ・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・ステアリングナックル
４ＷＤ 右側
・スピードセンサフロント
４．７０
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・トランスファオイル補充
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト

・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションクロスメンバサブＡｓｓｙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙを取外す際、ステアリングギヤＡｓｓｙはボデー側に残しての作業
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

P. 134 差替分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月

Ｍ０４０
（１）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整
取外し状態

４．６０

・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・エンジンアンダカバー№２脱着
・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト

取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品
・エンジンアンダカバー№２脱着
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
側
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
４．６０
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント
・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト

・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションクロスメンバサブＡｓｓｙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙを取外す際、ステアリングギヤＡｓｓｙはボデー側に残しての作業
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

P. 134 差込み分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月

Ｍ０４０
（１）片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整
取外し状態
・フロントバンパカバー
・ラジエータグリル
・ヘッドランプＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブＡｓｓｙ
(含)作業および部品

・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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
・フェンダサブＡｓｓｙフロント

・フロントサスペンションサポートダストカバー
２ＡＲ－ＦＥ ４ＷＤ ・エンジンアンダカバー№２脱着
・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
右側、２ＧＲ－ＦＥ
・ステアリングナックル
脱着
４ＷＤ 右側
・スピードセンサフロント
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
４．７０
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・フロントディスク
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
ング取替
・トランスファオイル補充
・フロントアクスルハブ
・トランスミッションオイル補充
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・ブレーキエア抜き
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ脱着
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・ロードテスト
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１の取付けボルトがトランスミッションまたはエンジンに当たり外せないため、フロントサ
スペンションクロスメンバサブＡｓｓｙの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙを取外す際、ステアリングギヤＡｓｓｙはボデー側に残しての作業
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.135

M030､040
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

P. 135 差替分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月
フロントサスペンションはマクファーソンストラット式。
脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。
＊の部品については分解・組立は行わない。
※の部品については M040 の作業時に含む。
☆の部品については指数テーブル欄を参照。
①フロントサスペンション
サポートダストカバー

フロントサスペンション
サポートガスケット

①フロントサスペンション
サポートプレート

①フロントサスペンション

①フロントコイルスプリング

サポートサブＡｓｓｙ

①ストラットマウンティング
ベアリング

①フロントコイルスプリング
インシュレータロワー

①フロントスプリングバンパ

①ショックアブソーバＡｓｓｙ
フロント

①フロントスプリングシート

サブＡｓｓｙ（インシュレータツキ）

①フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
<２ＡＲ－ＦＸＥ 右側、
２ＡＲ－ＦＥ ４ＷＤ 右側、
２ＧＲ－ＦＥ ４ＷＤ 右側>

①スピードセンサフロント

①ステアリングナックル

×ドライブシャフトベアリング
ブラケットホールスナップ
リング

①フロント

アクスルハブ

①フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
①フロントロワーボール

①フロントディスク

ジョイントＡｓｓｙ

①ディスクブレーキ

ダストカバーフロント

＊※②フロントサスペンション
アームサブＡｓｓｙ
ロワー№１

＊①フロント
※フロントサスペンション
メンバブレースサブＡｓｓｙ

フレキシブル
ホース№２

※

＊※②フロントサスペンション

＊☆①ディスクブレーキ
シリンダＡｓｓｙ

クロスメンバサブＡｓｓｙ

＊※②スタビライザバー
フロント

＊※②フロントサスペンション

※②フロントサスペンション
アームサブＡｓｓｙ
ロワー№１

メンバブレースフロント
（両側）

＊※②エンジンアンダカバー№２
※エンジンアンダカバー№２

×：再使用不可部品

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.146

M060
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

Ｍ０６０
（１）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓｓｙ脱着、片側フロントサスペンション分
解・点検・組立・調整
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サブＡｓｓｙ
・ラジエータグリル
・両側ヘッドランプＡｓｓｙ
・フードサブＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブ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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
(含)作業および部品
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・ＥＦＩフューエルパイプクランプ№１脱着
側
・エアクリーナキャップ脱着
・エアクリーナケースサブＡｓｓｙ脱着
６．９０
・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
・カウルサイドトリムボード脱着
６．８０
・コラムホールカバーサイレンサシート脱着
・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドアスカッフプレートＡｓｓｙ脱着
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・両側フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・両側フェンダサブＡｓｓｙフロント
・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Ａｓｓｙ（コンバータツキ）
・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

・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントフロアサイドパッド脱着
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・リレーブロックカバーアッパ№３脱着
・エンジン調整
・トランスファオイル補充
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト
・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

P. 146 差替分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月

Ｍ０６０
（１）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓｓｙ脱着、片側フロントサスペンション分
解・点検・組立・調整
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サブＡｓｓｙ
・ラジエータグリル
・両側ヘッドランプＡｓｓｙ
・フードサブＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブ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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
(含)作業および部品
・ＥＦＩフューエルパイプクランプ№１脱着
２ Ａ Ｒ － Ｆ Ｘ Ｅ 右 ・エアクリーナキャップ脱着
側
・エアクリーナケースサブＡｓｓｙ脱着
・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
６．８０
・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
・ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・ステアリングナックル
・スピードセンサフロント
・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドアスカッフプレートＡｓｓｙ脱着
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・フロントアクスルハブ
・フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・両側フロントサスペンションサポートガスケット脱着

・両側フェンダサブＡｓｓｙフロント
・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Ａｓｓｙ（コンバータツキ）
・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

・フロントサスペンションサポートダストカバー
・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・フロントディスク
・フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントフロアサイドパッド脱着
・フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・リレーブロックカバーアッパ№３脱着
・エンジン調整
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト
・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.151

M070
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

Ｍ０７０
（１）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓｓｙ脱着、両側フロントサスペンション分
解・点検・組立・調整
取外し状態

２ＡＲ－ＦＸＥ

９．９０
９．８０

・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サブＡｓｓｙ
・ラジエータグリル
・両側ヘッドランプＡｓｓｙ
・フードサブＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブ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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
(含)作業および部品

・両側フェンダサブＡｓｓｙフロント
・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Ａｓｓｙ（コンバータツキ）
・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

・ＥＦＩフューエルパイプクランプ№１脱着
・エアクリーナキャップ脱着
・エアクリーナケースサブＡｓｓｙ脱着
・エンジンアンダカバー№２
・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
・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
・両側ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・スタビライザバーフロント
・ステアリングインタミディエイトシャフト
・ステアリングギヤＡｓｓｙ
・ステアリングコラムホールカバーサブＡｓｓｙ№１
・両側ステアリングナックル
・両側スピードセンサフロント
・両側タイロッドエンドサブＡｓｓｙ
・両側ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドアスカッフプレートＡｓｓｙ脱着
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・両側フロントアクスルハブ
・フロントクロスメンバサブＡｓｓｙ
・両側フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ
・両側フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・両側フロントサスペンションサポートダストカバー

・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グクッションフロント取替
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グクッションリヤ取替
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グストッパフロント取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッシ
ョンロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッシ
ョンロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペ
ーサロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペ
ーサロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバリインホースメント
・両側フロントスタビライザバーブシュ
・両側フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・両側フロントディスク
・両側フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントフロアサイドパッド脱着
・両側フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・リレーブロックカバーアッパ№３脱着
・エンジン調整
・トランスファオイル補充
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト
・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

P. 151 差替分

＊No.J-729 トヨタ アルファード （30 系）2015 年 5 月

Ｍ０７０
（１）エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓｓｙ脱着、両側フロントサスペンション分
解・点検・組立・調整
取外し状態

２ＡＲ－ＦＸＥ

９．８０

・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サブＡｓｓｙ
・ラジエータグリル
・両側ヘッドランプＡｓｓｙ
・フードサブＡｓｓｙ
・カウルトップベンチレータルーバサブ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
・カウルトップパネルサブＡｓｓｙアウタ
(含)作業および部品

・両側フェンダサブＡｓｓｙフロント
・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Ａｓｓｙ（コンバータツキ）
・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

・ＥＦＩフューエルパイプクランプ№１脱着
・エアクリーナキャップ脱着
・エアクリーナケースサブＡｓｓｙ脱着
・エンジンアンダカバー№２
・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
・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
・両側ショックアブソーバＡｓｓｙフロント
・スタビライザバーフロント
・ステアリングインタミディエイトシャフト
・ステアリングギヤＡｓｓｙ
・ステアリングコラムホールカバーサブＡｓｓｙ№１
・両側ステアリングナックル
・両側スピードセンサフロント
・両側タイロッドエンドサブＡｓｓｙ
・両側ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙ
・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
・ドアスカッフプレートＡｓｓｙ脱着
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ
ング取替
・両側フロントアクスルハブ
・フロントクロスメンバサブＡｓｓｙ
・両側フロントサスペンションアームサブＡｓｓｙロワー№１
・フロントサスペンションクロスメンバサブＡｓｓｙ
・両側フロントサスペンションサポートガスケット脱着
・両側フロントサスペンションサポートダストカバー

・両側フロントサスペンションメンバブレースサブＡｓｓｙ
脱着
・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グクッションフロント取替
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グクッションリヤ取替
・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン
グストッパフロント取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッシ
ョンロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングクッシ
ョンロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペ
ーサロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバマウンティングスペ
ーサロワー取替
・両側フロントサスペンションメンバリインホースメント
・両側フロントスタビライザバーブシュ
・両側フロントスタビライザリンクＡｓｓｙ
・両側フロントディスク
・両側フロントドライブシャフトＡｓｓｙ
・フロントフロアサイドパッド脱着
・両側フロントロワーボールジョイントＡｓｓｙ
・リレーブロックカバーアッパ№３脱着
・エンジン調整
・トランスミッションオイル補充
・ブレーキエア抜き
・フロントホイールアライメント測定・微調整
・ロードテスト
・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダＡｓｓｙは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダＡｓｓｙとなる
・［除］ブレーキ分解

訂正のお願い
2018. 10

株式会社自研センター

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系）2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.250

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。
○:訂正箇所

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系）2015 年 5 月

P. 250 差替分

訂正のお願い
2016. 12

株式会社自研センター

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系） 2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.234 ボデー寸法図
メーカー資料の改訂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。
○:訂正箇所

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系） 2015 年 5 月

P. 234 差替分

ボデー寸法図

＊No.J-762 トヨタ プリウス（50 系） 2016 年 3 月

P. 171 差替分

訂正のお願い
2016. 6

株式会社自研センター

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系） 2015 年 5 月を下記の通り訂正いたします。

P.264 発泡ウレタン充填箇所
メーカー資料の改訂に伴い発泡ウレタン充填箇所に情報の追加がありましたので、該当ページを差替え
願います。
○:訂正箇所

＊No.J-729 トヨタ アルファード（30 系） 2015 年 5 月

発泡ウレタン充填箇所

ｂ-ｂについては
2015 年１月～2015 年 9 月

P. 264 差替分

