
訂 正 の お 願 い  
2021. 6    株式会社自研センター 

 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.32  B151 

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。 
 

 

Ｂ１５１ 

（１）両側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ取替 

左側 

６．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・両側フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

右側 

６．６０ 

６．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・両側フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

・説明図参照 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０）  

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



  
＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 32  B151 

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-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年3月                                          P. 32差替分 

Ｂ１５１ 

（１）両側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ取替 

左側 

６．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・両側フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

右側 

６．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 
 

(含)作業および部品 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・両側フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 
  

 

ラジエータコアアッパサポート 

フードレッジレインフォースメント 

アドオンフレームアウタブラケット 

フロントサイドメンバ 
コネクタＡｓｓｙ 

アドオンフレームブラケット 

フロントサイドメンバ 
コネクタＡｓｓｙ 

フードレッジコネクタ(右側) 

フードレッジコネクタ 

フロントストラットハウジングＡｓｓｙ(右側) 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.34  B161 

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。 
 

 

Ｂ１６１ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ取替 

左側 

５．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

右側 

５．８０ 

６．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

・説明図参照 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０）  

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 34  B161 

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-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年3月                                          P. 34差替分  

Ｂ１６１ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ取替 

左側 

５．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

右側 

６．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・フロントサスペンション 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

 

(含)作業および部品 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 
 

 

ラジエータコアアッパサポート 

アドオンフレームブラケット 

フロントサイドメンバ 
コネクタＡｓｓｙ 

フードレッジレインフォースメント 

フードレッジコネクタ(右側) 

フードレッジコネクタ 

フロントストラットハウジングＡｓｓｙ(右側) 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.36  B170 

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。 
 

  

Ｂ１７０ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバＡｓｓｙ取替 

左側 

８．００ 

右側 

８．３０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

右側 

８．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

・説明図参照 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 36  B170 

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-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3月                                       P. 36差替分①  

Ｂ１７０ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバＡｓｓｙ取替 

左側 

８．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

右側 

８．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 
 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3月                                       P. 36差替分② 
 

 

アドオンフレームアウタブラケット 

フロントサイドメンバ 
コネクタＡｓｓｙ 

ラジエータコアアッパサポート 

フロントサイドメンバＡｓｓｙ 

サイドメンバフロント 
クロージングプレート 

フードレッジレインフォースメント 

フードレッジコネクタ(右側) 

フロントストラット 
ハウジングＡｓｓｙ(右側) 

フードレッジコネクタ 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.37  B171 

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。 
 

 

Ｂ１７１ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバＡｓｓｙ半裁取替 

左側 

７．１０ 

右側 

７．８０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

・説明図参照 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 

 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 37  B171 

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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Ｂ１７１ 

（１）片側アドオンフレームアウタブラケット、ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハ

ウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバＡｓｓｙ半裁取替 

左側 

７．１０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 
 

右側 

８．００ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・フロントサイドメンバコネクタＡｓｓｙ取替 

・付属品 

 

・アドオンフレームアウタブラケットは左側の部品名称、右側の部品名称はアドオンフレームブラケットとなる 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 
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サイドメンバフロント 
クロージングプレート 

フロントサイドメンバＡｓｓｙ 

アドオンフレームアウタブラケット 

フロントサイドメンバ 
コネクタＡｓｓｙ 

ラジエータコアアッパサポート 

フードレッジレインフォースメント 

フードレッジコネクタ(右側) 

フロントストラット 
ハウジングＡｓｓｙ(右側) 

フードレッジコネクタ 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.40  B180 

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。 
 

  

Ｂ１８０ 

（１）ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバ

Ａｓｓｙ取替 

左側 

７．２０ 

右側 

７．５０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 

 

右側 

７．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 
 

・説明図参照 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 40  B180 

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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Ｂ１８０ 

（１）ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバ

Ａｓｓｙ取替 

左側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 

 

右側 

７．７０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 
 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品（Ｍ１４０） 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3月                                       P. 40差替分② 
 

 

ラジエータコアアッパサポート 

フロントサイドメンバＡｓｓｙ 

サイドメンバフロント 
クロージングプレート 

フードレッジレインフォースメント 

フードレッジコネクタ(右側) 

フロントストラット 
ハウジングＡｓｓｙ(右側) 

フードレッジコネクタ 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.41  B181 

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。 
 

  

Ｂ１８１ 

（１）ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバ

Ａｓｓｙ半裁取替 

左側 

６．３０ 

右側 

６．９０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 

 

右側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 
 

・説明図参照 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 41  B181 

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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Ｂ１８１ 

（１）ラジエータコアアッパサポート、片側フロントストラットハウジングＡｓｓｙ、片側フロントサイドメンバ

Ａｓｓｙ半裁取替 

左側 

６．３０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 

 

右側 

７．２０ 

 

取外し状態 

・フロントバンパフェーシア 

・フロントバンパセンタインナレインフォース 

・両側フロントバンパロアステイ 

・両側ヘッドランプＡｓｓｙ 

・フード 

・フードヒンジＡｓｓｙ 

・カウルトップカバーＡｓｓｙ 

・ウインドシールドワイパドライブＡｓｓｙ 

・両側フロントフェンダ 

・コンデンサ＆リキッドタンクＡｓｓｙ 

・ラジエータＡｓｓｙ 

・フロントアンダカバー 

・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 

・両側フロアアンダカバー 

・インバータクーリングラジエータＡｓｓｙ 

・サブクーリングモータＡｓｓｙ 

・エキゾーストメインマフラＡｓｓｙ 

・エキゾートフロントＷ／キャタリストコンバータチューブ 
 

(含)作業および部品 

・サイドメンバフロントクロージングプレート半裁取替 

・フードレッジコネクタ取替 

・フードレッジレインフォースメント取替 

・付属品 
 

・［除］ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ 

・［除］エンジンルーム内配線・配管および付属品 
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フードレッジコネクタ(右側) 

フロントストラット 
ハウジングＡｓｓｙ(右側) 

フードレッジコネクタ 

(左側) 
フロントストラットハウジングＡｓｓｙ 

サイドメンバフロント 
クロージングプレート 

フロントサイドメンバＡｓｓｙ 

ラジエータコアアッパサポート 

フードレッジレインフォースメント 



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.52 指数項目「B230」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。 

Ｂ２３０ 

（１）片側センタピラー取替 

１０．００ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ 

・ルーフトリムモジュールＡｓｓｙ 

・両側インサイドミラーカバー 

・フロントシート 

・リヤシート 

 

(含)作業および部品 

・センタインナピラーＡｓｓｙ取替 

・センタピラーロアブレース取替 

・付属品 

 

・センタピラー上部および下部（アウタシル部）でのカット作業 
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Ｂ２３０ 

（１）片側センタピラー取替 

１０．００ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ 

・ルーフトリムモジュールＡｓｓｙ 

・両側インサイドミラーカバー 

・フロントシート 

・リヤシート 

 

(含)作業および部品 

・センタインナピラーＡｓｓｙ取替 

・センタピラーロアブレース取替 

・付属品 

 

・センタピラー上部および下部（アウタシル部）でのカット作業 
  

 

センタインナピラーＡｓｓｙ 

フロントサイド 
アウタボディ 

センタピラーロアブレース 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.53  B240 

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。 
 

  

Ｂ２４０ 

（１）片側アウタシルＡｓｓｙ（センタピラー関係あり）取替 

５．１０ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ ・フロントシート 
 

(含)作業および部品 

・キッキングフロントプレート脱着 

・キッキングリアプレート脱着 

・センタピラーロアガーニッシュ脱着 

・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 

・ボディサイドリアウエルト脱着 

・ボデーサイドフロントウエルト脱着 

・付属品 

 

・アウタシル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 
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Ｂ２４０ 

（１）片側アウタシルＡｓｓｙ（センタピラー関係あり）取替 

５．１０ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ ・フロントシート 
 

(含)作業および部品 

・キッキングフロントプレート脱着 

・キッキングリアプレート脱着 

・センタピラーロアガーニッシュ脱着 

・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 

・ボディサイドリアウエルト脱着 

・ボデーサイドフロントウエルト脱着 

・付属品 

 

・アウタシル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 
 

 

 

Ｂ２４１ 

（１）片側アウタシルＡｓｓｙ（センタピラー関係なし）取替 

３．１０ 

 

取外し状態 

－  
 

(含)作業および部品 

・キッキングフロントプレート脱着 

・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 

・ボデーサイドフロントウエルト脱着 

・付属品 
 

・センタピラーを含まない前部でのカット作業 
 

 

アウタシルＡｓｓｙ 

アウタシルＡｓｓｙ 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.54 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、片側アウタシルＡｓｓｙ取替 

１０．８０ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ 

・ルーフトリムモジュールＡｓｓｙ 

・両側インサイドミラーカバー 

・フロントシート 

・リヤシート 

 

(含)作業および部品 

・センタインナピラーＡｓｓｙ取替 

・センタピラーロアブレース取替 

・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 

・付属品 
 

・センタピラー上部およびアウタシル前後端部でのカット作業 
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Ｂ２５０ 

（１）片側センタピラー、片側アウタシルＡｓｓｙ取替 

１０．８０ 

 

取外し状態 

・リアドアＡｓｓｙ 

・ルーフトリムモジュールＡｓｓｙ 

・両側インサイドミラーカバー 

・フロントシート 

・リヤシート 

 

(含)作業および部品 

・センタインナピラーＡｓｓｙ取替 

・センタピラーロアブレース取替 

・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 

・付属品 
 

・センタピラー上部およびアウタシル前後端部でのカット作業 
 

 

フロントサイド 
アウタボディ 

センタインナピラーＡｓｓｙ 

センタピラーロアブレース 



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.93  M160 

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。 
 

  

Ｍ１６０ 

（１）ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ脱着 

０．２０ 

 

取外し状態 

・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 

 

 

(含)作業および部品 

・クレビスピン脱着取替 ・ブレーキブースタパッキン取替 
 

（２）ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ取替 

０．４０ 

 

取外し状態 

・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 

 

 

(含)作業および部品 

・クレビスピン脱着取替 

・チェックバルブＡｓｓｙ 

・ブレーキブースタパッキン取替 

・ブレーキブースタホース 

・付属品 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 93  M160 

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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Ｍ１６０ 

（１）ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ脱着 

０．２０ 

 

取外し状態 

・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 

 

 

(含)作業および部品 

・クレビスピン取替 ・ブレーキブースタパッキン取替 
 

（２）ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ、ブレーキブースタＡｓｓｙ取替 

０．４０ 

 

取外し状態 

・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 

 

 

(含)作業および部品 

・クレビスピン取替 

・チェックバルブＡｓｓｙ 

・ブレーキブースタパッキン取替 

・ブレーキブースタホース 

・付属品 

  

 

 

脱着作業時①グループは一体で脱着 

①ブレーキマスタシリンダＡｓｓｙ 

×ブレーキブースタパッキン 

①チェックバルブＡｓｓｙ 

①ブレーキブースタホース 

×クレビスピン 

①ブレーキブースタＡｓｓｙ 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 

P.94  M180 

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。 
 

  

Ｍ１８０ 

（１）ステアリングアッパコラムＡｓｓｙ取替 

１．７０ 

１．８０ 

 

取外し状態 

・コンソールセンタボックスＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・両側インストルメントマスク脱着 

・インストルメントロアードライバパネル脱着 

・インストルメントロアセンタカバー脱着 

・エアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ 

・クレビスピン取替 

・グローブボックスＡｓｓｙ脱着 

・コンビネーションスイッチＡｓｓｙ取替 

・ステアリングＷ／ＯパッドホイールＡｓｓｙ取替 

・ステアリングアングルセンサＡｓｓｙ 

・ステアリングエアバッグ（スパイラルケーブル）ワイヤ 

・ステアリングコラムカバーセット脱着 

・ステアリングコラムロアジョイントＡｓｓｙ 

・ステアリングスイッチＡｓｓｙ取替 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ取替 

・ニーエアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ脱着 

・ブレーキＷ／ブラケットペダルＡｓｓｙ脱着 

・付属品 

 

 

○○○○ 削除 ○○○○ 追加 
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Ｍ１７０ 

（１）ステアリングアッパコラムＡｓｓｙ脱着 

１．５０ 

 

取外し状態 

・コンソールセンタボックスＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・両側インストルメントマスク脱着 

・インストルメントロアードライバパネル脱着 

・インストルメントロアセンタカバー脱着 

・エアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ脱着 

・クレビスピン取替 

・グローブボックスＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングＷ／ＯパッドホイールＡｓｓｙ脱着 

・ステアリングコラムカバーセット脱着 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ取替 

・ニーエアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ脱着 

・ブレーキＷ／ブラケットペダルＡｓｓｙ脱着 

  

Ｍ１８０ 

（１）ステアリングアッパコラムＡｓｓｙ取替 

１．８０ 

 

取外し状態 

・コンソールセンタボックスＡｓｓｙ  
 

(含)作業および部品 

・両側インストルメントマスク脱着 

・インストルメントロアードライバパネル脱着 

・インストルメントロアセンタカバー脱着 

・エアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ 

・クレビスピン取替 

・グローブボックスＡｓｓｙ脱着 

・コンビネーションスイッチＡｓｓｙ取替 

・ステアリングＷ／ＯパッドホイールＡｓｓｙ取替 

・ステアリングアングルセンサＡｓｓｙ 

・ステアリングエアバッグ（スパイラルケーブル）ワイヤ 

・ステアリングコラムカバーセット脱着 

・ステアリングコラムロアジョイントＡｓｓｙ 

・ステアリングスイッチＡｓｓｙ取替 

・ストップランプスイッチＡｓｓｙ取替 

・ニーエアバッグドライバモジュールＡｓｓｙ脱着 

・ブレーキＷ／ブラケットペダルＡｓｓｙ脱着 

・付属品 

   



 

＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 95  M170､180 

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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脱着作業時①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着 

×③ステアリングＷ／Ｏ 
パッドホイールＡｓｓｙ 

グローブボックスＡｓｓｙ 

インストルメント 
ロアセンタカバー 

×①コンビネーションスイッチＡｓｓｙ 

エアバッグドライバ 
モジュールＡｓｓｙ 

①ステアリングエアバッグ 
（スパイラルケーブル）ワイヤ 

①ステアリング 
アングルセンサＡｓｓｙ 

インストルメントマスク 

インストルメントマスク 

×ストップランプスイッチＡｓｓｙ ×クレビスピン 

ニーエアバッグ 
ドライバモジュールＡｓｓｙ 

ステアリングコラムカバーセット 

①ステアリング 
アッパコラムＡｓｓｙ 

①ステアリングコラム 
ロアジョイントＡｓｓｙ 

②アクセラレータＷ／ドラムレバーＣＯＭＰ 

②ブレーキＷ／ブラケットペダルＡｓｓｙ 

インストルメント 
ロアードライバパネル 

×③ステアリングスイッチＡｓｓｙ 



＊No.J-880 ニッサン ノート (E13系) 2021年 3 月を下記の通り訂正いたします。 
 

P. 113  フロントボデー 

表記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。 

○：訂正箇所 
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 フロントボデー  


