
訂 正 の お 願 い  
2021. 4    株式会社自研センター 

 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月を下記の通り訂正いたします。 

P.84 M030､040 

指数テーブルに追加訂正があったため、該当ページを差替え願います。 

  
 

 

Ｍ０３０ 

（１）片側フロントサスペンション脱着 

Ａ／Ｔ 左側 

１．８０ 

Ｍ／Ｔ 左側 

１．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・スプラッシュシールド脱着 

・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 

 

右側 

１．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・スプラッシュシールド脱着 

・ブラケット脱着 

・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 
 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトがトランスミッションに当たり外せないため、ロアーアームはボデー側に残しての作業 

 

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 

Ｍ／Ｔ 左側 

３．１０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・コントロールリンク 

・ステアリングナックル 

・スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 
 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトのトランスミッションへの干渉を避けるため、クロスメンバを下げる作業が必要になり指数は

これを含んで作成 

・ＦＲパッドレスキャリパは左側の部品名称、右側の部品名称はＦＲ．パッドレスキャリパとなる 

・［除］ブレーキ分解 

 

○○○○ 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 

２ＷＤ 右側 

３．１０ 

４ＷＤ 右側 

３．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・コントロールリンク 

・ステアリングナックル 

・スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・ブラケット 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 

 

Ａ／Ｔ 左側 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・カウルパネルバッフル 
 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・両側ガセット脱着 

・コントロールリンク 

・ジョイントカバー脱着 

・ステアリングナックル 

・両側スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 
 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトのトランスミッションへの干渉を避けるため、クロスメンバを下げる作業が必要になり指数は

これを含んで作成 

・ＦＲパッドレスキャリパは左側の部品名称、右側の部品名称はＦＲ．パッドレスキャリパとなる 

・［除］ブレーキ分解 

 



＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月を下記の通り訂正いたします。 

P.85  M030､040 

指数テーブルの追加訂正に伴うイラスト欄の変更があったため、該当ページを差替え願います。。 

○：変更箇所 



 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月                         P. 84差替分  

Ｍ０３０ 

（１）片側フロントサスペンション脱着 

Ａ／Ｔ 左側 

１．８０ 

Ｍ／Ｔ 左側 

１．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・スプラッシュシールド脱着 

・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 

 

右側 

１．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・スプラッシュシールド脱着 

・ブラケット脱着 

・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 
 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトがトランスミッションに当たり外せないため、ロアーアームはボデー側に残しての作業 
 

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 

Ｍ／Ｔ 左側 

３．１０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・コントロールリンク 

・ステアリングナックル 

・スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 
 

２ＷＤ 右側 

３．１０ 

４ＷＤ 右側 

３．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・コントロールリンク 

・ステアリングナックル 

・スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・ブラケット 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 

 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトのトランスミッションへの干渉を避けるため、クロスメンバを下げる作業が必要になり指数は

これを含んで作成 

・ＦＲパッドレスキャリパは左側の部品名称、右側の部品名称はＦＲ．パッドレスキャリパとなる 

・［除］ブレーキ分解 



＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月                         P. 85差替分 

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 

Ａ／Ｔ 左側 

３．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・カウルパネルバッフル 
 

(含)作業および部品 

・Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

・ＦＲパッドレスキャリパ 

・両側ガセット脱着 

・コントロールリンク 

・ジョイントカバー脱着 

・ステアリングナックル 

・両側スプラッシュシールド脱着 

・ダストカバー 

・ダンパキャップ 

・ディスクプレート 

・ドライブシャフト 

・フロントダンパ 

・ホイールハブ 

・ホースブラケット 

・ボールジョイントカバー 

・ロアーアーム 

・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 
 

・Ａ／Ｔ 左側はロアーアームの取付けボルトのトランスミッションへの干渉を避けるため、クロスメンバを下げる作業が必要になり指数は

これを含んで作成 

・ＦＲパッドレスキャリパは左側の部品名称、右側の部品名称はＦＲ．パッドレスキャリパとなる 

・［除］ブレーキ分解 
  

 

 

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①グループは一体で脱着 
＊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の作業に含む 

①ドライブシャフト 

①フロントコイルスプリング 

①ロアーアーム（除く Ａ／Ｔ 左側） 
※ロアーアーム（Ａ／Ｔ 左側） 

①Ａ．Ｂ．Ｓ．フロントセンサ 

ブラケット(右側) 

①コントロール 
リンク 

①フロントダンパ 

スプラッシュシールド 

＊①フロントフレキシブルホース 

＊①ＦＲパッド 
レスキャリパ 

①ディスクプレート 

①ホースブラケット 

①ボールジョイント 
カバー 

①ステアリングナックル 

①ロアーラバースプリングシート 

①ホイールハブ 
①ダストカバー 

①ダストカバー 

①バンプストッパ 

①スプリングシートラバー 

①フロントストラットベアリング 

①マウンティングラバー 

①ダンパキャップ 

※ガセット(両側) 

（Ａ／Ｔ 左側） 

※スプラッシュシールド 

 



訂 正 の お 願 い  
2020. 12    株式会社自研センター 

 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月を下記の通り訂正いたします。 

P.36 指数項目「B190」が追加設定されたため、該当ページ（ＭＥＭＯページ）へ追加願います。 

  
 

 

Ｂ１９０ 

（１）片側フロントピラー、片側エプロンリンフォースメント取替 

９．６０ 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

 

(含)作業および部品 

・ＵＰプレートカウル取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替 

・ダッシュリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

 

・フロントピラー中央部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・ＵＰプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルＵＰプレートとなる 

・［除］ヒンジピラー 



＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月                         P. 36差替分 

Ｂ１９０ 

（１）片側フロントピラー、片側エプロンリンフォースメント取替 

９．６０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

 

(含)作業および部品 

・ＵＰプレートカウル取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替  

・ダッシュリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

・フロントピラー中央部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・ＵＰプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルＵＰプレートとなる 

・［除］ヒンジピラー 
  

 

 

アウタフロントピラー エプロンリンフォースメント 

カウルサイドリーン 
フォースメント 

ＵＰプレートカウル 

ダッシュリーン 
フォースメント 

ヒンジリーンフォースメント 



 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月を下記の通り訂正いたします。 

P.37 指数項目「B191」が追加設定されたため、該当ページ（ＭＥＭＯページ）へ追加願います。 

 

Ｂ１９１ 

（１）片側フロントピラー取替 

８．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・両側フロントフェンダパネル 

・両側サイドステップモール 

・アッパメンバシュラウド 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・エプロンリンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・両側フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓ

ｓｙ 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

・カウルパネルバッフル 
 

(含)作業および部品 

・ＵＰプレートカウル取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替 

・ダッシュリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

・フロントピラー中央部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・ＵＰプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルＵＰプレートとなる 

・［除］ヒンジピラー 



 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月                         P. 37差替分 

Ｂ１９１ 

（１）片側フロントピラー取替 

８．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・Ｆ．バンパレーンフォースメント 

・両側ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・クロスメンバ 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・両側フロントフェンダパネル 

・両側サイドステップモール 

・アッパメンバシュラウド 

・シュラウドパネル 

・ホイールエプロンパネル 

・エプロンリンフォースメント 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・両側フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・ウィンドシールドガラス 

・コンデンサ 

・ラジエータ 

・エンジン・トランスミッション＆フロントサスペンションＡｓ

ｓｙ 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

・カウルパネルバッフル 
 

(含)作業および部品 

・ＵＰプレートカウル取替 

・カウルサイドリーンフォースメント取替 

・ダッシュリーンフォースメント取替 

・ヒンジリーンフォースメント取替 

・付属品 

 

・フロントピラー中央部および下部（サイドシルパネル部）でのカット作業 

・ＵＰプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルＵＰプレートとなる 

・［除］ヒンジピラー 
  

 

 

アウタフロントピラー 

カウルサイドリーン 
フォースメント 

ＵＰプレートカウル 

ダッシュリーン 
フォースメント 

ヒンジリーンフォースメント 



 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月を下記の通り訂正いたします。 

P.45 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ（ＭＥＭＯページ）へ追加願います。 
 

Ｂ２５０ 

（１）片側センタピラー、片側サイドシルパネル取替 

１２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・エプロンリンフォースメント 

・フロントピラー 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・ヒンジリーンフォースメント 

・フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・リヤードアーボデー 

・リヤーフェンダパネル前部 

・トップシーリング 

・フロントシート 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

・アンダカバー 

・アンダカバー 

・カウルパネルバッフル 

 

(含)作業および部品 

・Ｂピラーリーンフォースメント取替 

・インナＢピラー取替  

・サイドシルリーンフォースメント取替 

・サイドシルリーンフォースメント取替 

・ロアーＢピラートリム脱着 

・付属品 
 

・センタピラー上部およびサイドシルパネル前後端部でのカット作業 

・取外し状態に記載しているアンダカバーは、前側および後側のアンダカバーを示す 

 



＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P系）2020年 1月                         P. 45差替分 

Ｂ２５０ 

（１）片側センタピラー、片側サイドシルパネル取替 

１２．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパ 

・ヘッドランプ 

・ボンネット 

・ボンネットヒンジ 

・両側カウルグリル 

・ワイパモータおよびワイパリンク 

・フロントフェンダパネル 

・サイドステップモール 

・エプロンリンフォースメント 

・フロントピラー 

・カウルサイドリーンフォースメント 

・ヒンジリーンフォースメント 

・フロントドアーボデー 

・ＵＰドアーヒンジ 

・ドアーロアーヒンジ 

・リヤードアーボデー 

・リヤーフェンダパネル前部 

・トップシーリング 

・フロントシート 

・リヤシート 

・ウィンドシールドガラス 

・エネルギアブソーバシャフト 

・クラッシュパッド 

・リヤーコンソール 

・アンダカバー 

・アンダカバー 

・カウルパネルバッフル 

 

(含)作業および部品 

・Ｂピラーリーンフォースメント取替 

・インナＢピラー取替  

・サイドシルリーンフォースメント取替  

・サイドシルリーンフォースメント取替 

・ロアーＢピラートリム脱着 

・付属品 
 

・センタピラー上部およびサイドシルパネル前後端部でのカット作業 

・取外し状態に記載しているアンダカバーは、前側および後側のアンダカバーを示す 
 

 

    

サイドシルリーン 
フォースメント 

サイドシルリーンフォースメント 

インナＢピラー 

Ｂピラーリーン 
フォースメント ナット 

プレート 

アウタフロントピラー 



訂 正 の お 願 い  
2020. 2    株式会社自研センター 

 

＊No.J-851 マツダ ＣＸ－３０ （DMEP､DM8P 系）2020 年 1 月を下記の通り訂正いたします。 

P.166 ボデーシーリング 
メーカー資料の訂正に伴いボデーシーリング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 
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