
 

 

訂 正 の お 願 い  
2020. 12    株式会社自研センター 

 
＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

を下記の通り訂正いたします。 
 

P.64  B342 

指数テーブルに訂正があったため、該当ページを差替え願います。 

 
 

 

Ｂ３４２ 

（１）リヤフロア、片側リヤフロアサイドメンバリヤフロアサイドメンバエクステンション取替 

２ＷＤ 左側 

７．３０ 

６．９０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 
 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 

 

２ＷＤ 右側 

６．７０ 

６．６０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 
 

２ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

７．３０ 

６．９０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 
 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 

 

２ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

６．７０ 

６．６０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 
 

・リヤフロアはリヤフロアクロスメンバ前部でのカット作業 

・リヤフロアサイドメンバ取替とは補給部品の前部を取外し、後部のみを取替える作業 

・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は整備解説書ボデー編より引用 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



 

 

  
＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

P. 64差替分   

Ｂ３４２ 

（１）リヤフロア、片側リヤフロアサイドメンバエクステンション取替 

２ＷＤ 左側 

６．９０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 
 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 

 

２ＷＤ 右側 

６．６０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 
 

２ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

６．９０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 
 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 

 

２ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

６．６０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・付属品 
 

・リヤフロアはリヤフロアクロスメンバ前部でのカット作業 

・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は整備解説書ボデー編より引用 



 

 

 
＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

を下記の通り訂正いたします。 
 

P.65  B342  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。 

 
 

 

Ｂ３４２ 

（２）リヤフロア、片側リヤフロアサイドメンバリヤフロアサイドメンバエクステンション、リヤフロアクロ

スメンバ取替 

４ＷＤ 左側 

８．５０ 

８．２０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 
 

４ＷＤ 右側 

７．９０ 

７．８０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 

 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

８．５０ 

８．２０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 
 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

７．９０ 

７．８０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 

 

・リヤフロアはリヤフロアクロスメンバ前部でのカット作業 

・リヤフロアサイドメンバ取替とは補給部品の前部を取外し、後部のみを取替える作業 

・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は整備解説書ボデー編より引用 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



 

 

   
＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

P. 65差替分  

Ｂ３４２ 

（２）リヤフロア、片側リヤフロアサイドメンバエクステンション、リヤフロアクロスメンバ取替 

４ＷＤ 左側 

８．２０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 
 

４ＷＤ 右側 

７．８０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・インスツルメントパネルパーセルボックス＆カバー 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 

 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

８．２０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 
 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

７．８０ 

 

取外し状態 

・サイドエアダム 

・リヤエンドパネル 

・クォータアウタパネル 

・リヤコンビネーションランプハウジングパネル 

・リヤピラーリーンホースメント 

・リヤロワーアウタピラー 

・リヤバンパフェース 

・リヤシート 

・エキゾーストメーンマフラ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンク 

 

(含)作業および部品 

・エキゾーストパイプサポートブラケット取替 

・タイダウンリヤブラケット取替 

・リヤスプリングマウンティングブラケット（再使用） 

・リヤフロアリヤリーンホースメント取替 

・付属品 

 

・リヤフロアはリヤフロアクロスメンバ前部でのカット作業 

・リヤスプリングマウンティングブラケットの名称は整備解説書ボデー編より引用 



 

 

  
＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

を下記の通り訂正いたします。 

P.66  B342 

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-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

P. 66差替分    

 
＊の部品については指数テーブル欄を参照 
 



 

 

＊No.J-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

を下記の通り訂正いたします。 

P.121 アンダボデー 

掲載イラスト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-843 ミツビシ ｅＫワゴン、ｅＫクロス（B33W･34W・35W･36W・37W･38W 系） 2019 年 10 月 

P. 121差替分 

 


