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訂 正 の お 願 い  
2020. 12    株式会社自研センター 

 
＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P.66  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 

（１）リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション取替 

２ＷＤ 左側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

６．８０ 

６．９０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

７．２０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

６．８０ 

６．９０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・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 
 

・リアリアフロアはリアクロスセンタメンバＡｓｓｙ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車体修復要領書より引用 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 
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＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月            P. 66差替分   

Ｂ３４２ 

（１）リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション取替 

２ＷＤ 左側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

６．９０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

７．２０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・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 

６．９０ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・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 
 

・リアリアフロアはリアクロスセンタメンバＡｓｓｙ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車体修復要領書より引用 
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＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P.67  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）リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション、クロス６ＴＨメンバＡｓｓｙ取替 

４ＷＤ 左側 

８．５０ 

 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 
 

４ＷＤ 右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 

 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

８．５０ 

 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 
 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 

 

・リアリアフロアはリアクロスセンタメンバＡｓｓｙ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車体修復要領書より引用 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



4 

 

 

 
＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月            P. 67差替分 

Ｂ３４２ 

（２）リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション、クロス６ＴＨメンバＡｓｓｙ取替 

４ＷＤ 左側 

８．５０ 

 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 
 

４ＷＤ 右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・両側フロントシート 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・インストルメントロアカバーＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 

 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

左側 

８．５０ 

 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 
 

４ＷＤ  電動パー

キングブレーキ 

右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・シルカバーＡｓｓｙ 

・スライドドアＡｓｓｙ 

・リアアッパパネル 

・リアフェンダ 

・バックアウタピラー 

・リアピラーインナレインフォースＡｓｓｙ 

・リアフェンダエクステンション 

・リアバンパＡｓｓｙ 

・リヤシート 

・クォータウインドウガラスＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・リヤサスペンションＡｓｓｙ 

・フューエルタンクＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・マフラマウンティングブラケット取替 

・リアタイダウンフック取替 

・リアフロアレインフォース取替 

・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 

 

・リアリアフロアはリアクロスセンタメンバＡｓｓｙ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車体修復要領書より引用 
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＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月を下記の通り訂正いたします。 

 

P.68  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 
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＊No.J-861 ニッサン ルークス（B44A･45A･47A･48A 系） 2020 年 6 月            P. 68差替分    

 

 

＊の部品については指数テーブル欄を参照 
 

リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション取替 

４ＷＤ 

２ＷＤ 

リアリアフロア、片側リアサイドメンバエクステンション、クロス６ＴＨメンバＡｓｓｙ取替 

クロス６ＴＨメンバＡｓｓｙ 

リアタイダウンフック 

リアタイダウンフック 

リアフロアレインフォース 

リアリアフロア 

＊リヤスプリング 
マウンティングブラケット 

リアサイドメンバ 
エクステンション 

溶接点で 
取外す 

 再使用  

リアリアフロア 

＊リヤスプリング 
マウンティングブラケット 

リアサイドメンバ 
エクステンション 

溶接点で 
取外す 

 再使用  

マフラマウンティング 
ブラケット(右側) 

マフラマウンティング 
ブラケット(右側) 


