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モデル 207
モデル 212

 モデル・イヤー 2014 以前

図はモデル 212 の車両右側

1 バンパ
2 フェンダ
3 クイック・ロック (モデル 207 

モデル・イヤー 2014 年以前、
モデル 212 モデル・イヤー 2014 
年以前)

4 エア・ガイド・エレメント
5 ボルト
6 コネクタ
7 ボルト
8 ホルダ
9 ボルト
E1/3 左デイ・ドライビング・ヘッドラ

ンプ
E2/3 右デイ・ドライビング・ヘッドラ

ンプ
X26/38 コネクタ 

(フレーム・ケーブル・ハーネスお
よびフロント・バンパ)

P88.20-3340-06

P88.20-4085-07

図はモデル 207 モデル・イヤー 2014 年以降

10 歩行者保護センサ 12 ハーネス (モデル 207 モデル・イヤー 
(アクティブ・エンジン・フード 2014 年以降および 360° カメラ 
(歩行者保護) (コード U60) 装備) (コード 501))

11 コネクタ (モデル 207 モデル・イヤー 13 ラジエタ・グリル
2014 年以降および 360° カメラ 
(コード 501))

車両がリフトから滑り落ちたり、 車両をリフト柱の間に配置し、 AS00.00-Z-0010-01A危険! 
傾くことによる生命の危険 リフトを上昇させる前に、

車両メーカ指定の車両リフティング・ポイン
トに4個のリフト・アームの受台があることを
確認してください。

静電気放電による電子構成部品の損傷を防ぐ AH54.00-P-0001-01A 
ための注意事項

脱着  
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1 バッテリからアース・ラインを外します モデル 207
 コード U60 装備 
(アクティブ・エンジン・フード 
(歩行者保護))
モデル 212
 モデル・イヤー 2014 以前
 コード U60 装備 
(アクティブ・エンジン・フード 
(歩行者保護))

AR54.10-P-0003EW
2 リフトで車両をリフト・アップします
3.1 ラジエタ・グリル (13) を取り外します モデル 212

 モデル・イヤー 2014 以前
AR88.40-P-4001EW

3.2 ラジエタ・グリル (13) モデル 207
上部をラジエタ・キャリアから外します

AR88.40-P-4001EC

ラジエタ・グリル (13) はバンパ (1)  
に取り付けたままです。

4 左右エア・ガイド・エレメント (4) を外して、フード、ドア、カバーの合わせ目寸法 AR60.00-P-0700-01EC
ボルト (5) を取り外します モデル 207

フード、ドア、カバーの合わせ目寸法モデル 212AR60.00-P-0700-01EW
 モデル・イヤー 2014 以前

取付け: 合わせ目寸法を調整します。 

モデル 207.3 *BE60.00-P-1001-01W
モデル 207.4
モデル 212.0/1 *BE60.00-P-1001-01U
 モデル・イヤー 2014 以前
モデル 212.2
 モデル・イヤー 2014 以前

*129589032100  フィラ·ゲージ

5 左右クイック・ロック (3) を取り外します モデル 207
 モデル・イヤー 2014 以前
モデル 212
 モデル・イヤー 2014 以前

6 バンパ付近の左右フェンダ・ライナ・フロン AR88.10-P-1300ELX
ト・ピースを外します

7 ボルト (9) を左右フェンダ (2) 
から取り外します

8 コネクタ 
(フレーム・ケーブル・ハーネスおよびフロン
ト・バンパ) (X26/38) を外します

9 左デイ・ドライビング・ヘッドランプ (E1/3) 車両装備に応じて。 
あるいは左フォグ・ランプおよび右デイ・ド
ライビング・ヘッドランプ (E2/3) 
あるいは右フォグ・ランプからコネクタ (6) 
を外し、ハーネスを露出させます

10.1 フロント・ノイズ・インシュレータ下部を取りモデル 207 エンジン 642, 651 搭載
外します

AR94.30-P-5300EW
10.2 エンジン・ルーム・フロント・カバーを取り モデル 207 エンジン 271, 272, 273, 274, 

外します 276, 278 搭載
AR61.20-P-1105EW

11 ボルト (7) を左右ホルダ (8) から外します

12 コネクタ (11) を外し、ハーネス (12) モデル 207
をラジエタ・グリル (13) から外します  モデル・イヤー 2014 以降

 コード 501 装備 (360 度カメラ)
13 バンパ (1) を左右ホルダ (8) から外します
14 バンパ (1) を前方に取り外します

インパクト・アブソーバに関する一般注意事 AH88.20-P-1000-01A 
項

15 バンパ (1) を分解します バンパ (1) を交換する場合。
モデル 207 AR88.20-P-2050EW
 モデル・イヤー 2014 以前
モデル 212
 モデル・イヤー 2014 以前
モデル 207 AR88.20-P-2050EWN
 モデル・イヤー 2014 以降

点検 

16 左右歩行者保護センサ (10) モデル 207
にさまざまな種類の損傷 (亀裂、穴、  モデル・イヤー 2014 以降
折れ曲がりなど) がないか点検します  コード U60 装備 

(アクティブ・エンジン・フード 
(歩行者保護))
損傷が認められる場合：

↓
歩行者保護センサ (10) を交換します。

AR91.60-P-0950EWM

17 取付けは取外しの逆の順序で行います
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18 左フォグ・ランプおよび右フォグ・ランプの モデル 207
調整を点検し、修正します  コード 615 以外 

(アクティブ・コーナリング・ランプ付きバイ
・キセノン・ヘッドランプ)
 コード 616 以外 
(バイ·キセノン·ヘッドランプ·ユニット 
(コーナリング·ランプ内蔵、左右非対称))
 コード 621 以外 
(インテリジェント·ライト·システム(右ハン
ドル車))
 コード 622 以外 
(インテリジェント・ライト・システム)
モデル 212
 モデル・イヤー 2014 以前
 コード 615 以外 
(アクティブ・コーナリング・ランプ付きバイ
・キセノン・ヘッドランプ)

AP82.10-P-8260EW 

19 カメラ (フロント 360° カメラ) モデル 207
をダイアグノシス・システムでキャリブレー  モデル・イヤー 2014 以降
ションします  コード 501 装備 (360 度カメラ)

AD00.00-P-2000-04A 

合わせ目寸法の点検値

番号 名称 モデル 212.0/1 モデル 212.2
BE60.00-P-1001-01U 合わせ目寸法 エンジン・フードとフ寸法「A」 mm 4 (±1) 4 (±1)

ェンダ

エンジン・フードと 寸法「B」 mm 4 (±1) 4 (±1)
ヘッドランプ
エンジン・フードと 寸法「C」 mm – –
ラジエタ・グリル

エンジン・フードと 寸法「D」 mm 4,5 (±1,5) 4,5 (±1,5)
バンパ
エンジン・フードと 寸法「E」 mm 4,5 (±1,5) 4,5 (±1,5)
A ピラー
バンパとヘッドラン 寸法「F」 mm 3,5 (±1,5) 3,5 (±1,5)
プ

図 AR60.00-P-0700-01EW AR60.00-P-0700-01E
W

合わせ目寸法の点検値

番号 名称 モデル 207.3 モデル 207.4
BE60.00-P-1001-01W 合わせ目寸法 エンジン・フードとフ寸法「A」 mm 4 (±1) 4 (±1)

ェンダ
エンジン・フードと 寸法「B」 mm 4 (±1) 4 (±1)
ヘッドランプ

エンジン・フードと 寸法「C」 mm 6 (+1/-2) 6 (+1/-2)
バンパ
エンジン・フードと 寸法「D」 mm 4,5 (+2/-1) 4,5 (+2/-1)
A ピラー
バンパとヘッドラン 寸法「E」 mm 2,5 (±1,5) 2,5 (±1,5)
プ

図 AR60.00-P-0700-01EC AR60.00-P-0700-01E
C

129 589 03 21 00
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