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モデル 221.0 /1

図はパークトロニック·システム (PTS) 
(コード 220) 
およびヘッドランプ·ウォッシャ (コード 
600) 装備車

1 フロント·バンパ
2 フラップ (ヘッドランプ·ウォッシャ 

(コード 600) の場合)
3 牽引アイ·カバー
4 ナンバ·プレート·カバー

E5/1 左フォグ·ランプ
E5/2 右フォグ·ランプ

P88.20-2774-04

P88.20-2775-09

図はパークトロニック·システム (PTS) 
(コード 220) 
およびヘッドランプ·ウォッシャ (コード 
600) 装備車 B8/1 左フロント外側 PTS 超音波センサ B8/6 右フロント外側 PTS 
1 フロント·バンパ (パークトロニック·システム (PTS) 超音波センサ 
2 フラップ (ヘッドランプ·ウォッシャ (コード 220) の場合) (パークトロニック·システム 

(コード 600) の場合) (PTS) (コード 220) の場合)B8/2 左フロント中央 PTS 超音波センサ 
5 ショック·アブソーバ外側 (パークトロニック·システム (PTS) E5/1 左フォグ·ランプ

(コード 220) の場合)6 サポート E5/2 右フォグ·ランプ
B8/3 左フロント内側 PTS 超音波センサ 7 インナ·パーツ中央 X26/27 コネクタ (PTS、フロント·バンパ) 

(パークトロニック·システム (PTS) (パークトロニック·システム 8 ショック·アブソーバ中央
(コード 220) の場合) (PTS) (コード 220) の場合)9 ショック·アブソーバ下部

B8/4 右フロント内側 PTS 超音波センサ X172/1 コネクタ (レーダ·センサ/RBA、10 ベース·キャリア
(パークトロニック·システム (PTS) フロント·バンパ) 11 ケーブル·ハーネス 
(コード 220) の場合) (パーキング·アシスト (コード (パークトロニック·システム (PTS) 

B8/5 右フロント中央 PTS 超音波センサ 229) の場合)(コード 220) また
(パークトロニック·システム (PTS) はパーキング·アシスト (コード 229) 
(コード 220) の場合)の場合)
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パーキング·アシスト (コード 229) 装備車

1 フロント·バンパ
12 ホルダ (パーキング·アシスト (コード 229) の場合)
13 スプレッド·リベット (パーキング·アシスト (コード 229) の場合)

A86/1b1 左外側レーダ·センサ、フロント·バンパ (パーキング·アシスト (コード 229) 
の場合)

A86/1b2 左内側レーダ·センサ、フロント·バンパ (パーキング·アシスト (コード 229) 
の場合)

A86/1b3 右内側レーダ·センサ、フロント·バンパ (パーキング·アシスト (コード 229) 
の場合)

A86/1b4 右外側レーダ·センサ、フロント·バンパ (パーキング·アシスト (コード 229) 
の場合)

P88.20-2776-02

分解、組立て  

1 フロント·バンパ (1) を取り外します。 AR88.20-P-2000SX
2 ライセンス·プレートを取り外します。
3 ライセンス·プレート·パネル (4) 

を取り外します。
4 牽引アイ·カバー (3) を取り外します。
5 左右のショック·アブソーバ外側 (5) 

を取り外します。

6 左フォグ·ランプ (E5/1) 
および右フォグ·ランプ (E5/2) 
を取り外します。

7 サポート (6)、インナ·パーツ中央 (7) 
およびベース·キャリア (10) 
を取り外します。

8.1 ケーブル·ハーネス (11) を露出させ、コネクタ パークトロニック·システム (PTS) (コード 
(PTS、フロント·バンパ) (X26/27) また 220) または
はコネクタ (レーダ·センサ/RBA、 パーキング·アシスト (コード 229) 
フロント·バンパ) (X172/1) を取り外します。装備車の場合。

9 ショック·アブソーバ中央 (8) 
およびショック·アブソーバ下部 (9) 
を取り外します。

10.1 フロント PTS 超音波センサ (B8/1、B8/2、 パークトロニック·システム (PTS) (コード 
B8/3、B8/4、B8/5 および B8/6) 220) 装備車の場合。
を取り外します。

 取付け: フロント PTS 超音波センサ 
(B8/1、B8/2、B8/3、B8/4、B8/5 および B8/6) 
のシール·リングが正しく取り付けられている
か注意してください。

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

11.1 レーダ·センサ (A86/1b1、A86/1b2、A86/1b3 パーキング·アシスト (コード 229) 
および A86/1b4) を対応するホルダ (12) 装備車の場合。
と共に取り外します。
静電放電による電子構成部品の損傷を防ぐた AH54.00-P-0001-01A 
めの注意事項

12.1 フラップ (2) を取り外します。 ヘッドランプ·ウォッシャ (コード 600) 
装備車の場合。

13 組立ては分解の逆の順序で行います。
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