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モデル 205
モデル 207
モデル 212 (212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/292 以外)

 コード B07 非装備 (セラミック·ブレーキ·システム)
モデル 213
モデル 218 (218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)

 コード B07 非装備 (セラミック·ブレーキ·システム)
モデル 253

図はモデル205、フロントアクスルに1ピストンフローティングキャリパ型ブレーキを装備

1 ブレーキキャリパ
2 ロックボルト
3 ブレーキディスク

P42.10-2992-01

高温になっているか、 作業時には、必ず保護手袋、保護衣類、 AS00.00-Z-0002-01A警告 
あるいは赤熱している部品を取り扱う場合に、および必要に応じて保護眼鏡を着用してくだ
火傷を負うあるいは失明する危険があります。さい。

部品注意事項 複合材ブレーキ・ディスクの取扱い、 モデル 205, 213, 253 AH42.10-P-9406-12LF
輸送および保管に関する注意事項  コード B07 非装備 

(セラミック·ブレーキ·システム)
部品注意事項 セラミック・ブレーキ・ディスクの取扱い、 モデル 205, 213, 253 AH42.10-P-9406-13A

輸送、保管 に関する注意事項  コード B07 装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)

部品注意事項 ブレーキ·システムの修理に関する注意事項 AH42.00-P-0003-01A
セーフティ関連の構成部品に関する注意事項 AH00.00-Z-0019-01A

脱着  

1.1 ブレーキキャリパ (1) 固定キャリパ型プレーキでフロントブレーキ
をブレーキパッドとともにフロントアクスル ディスク (3) を取り外す場合
から取り外し、ラインを接続した
ままテンションがかからないように車両に固
定します。

モデル 205, 213, AR42.10-P-0070LWA
2534ピストン固定キャリパブレーキ
モデル 205 AR42.10-P-0070LWB
 コード B06 装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード U70 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 213
 コード B06 装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード U70 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 253
 コード B06 装備 (AMG 
高出力ブレーキ・システム)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード U70 非装備 (AMG 
高出力連動ブレーキ・システム)6ピストン固
定キャリパ型プレーキ
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モデル 205 AR42.10-P-0070LWC
 コード B07 装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード B06 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード U70 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 213
 コード B07 装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード B06 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード U70 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 253
 コード B07 装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
 コード B06 非装備 (AMG 
高出力ブレーキ・システム)
 コード U70 非装備 (AMG 
高出力連動ブレーキ・システム)6ピストン固
定キャリパ型プレーキ
モデル 205 AR42.10-P-0070LWD
 コード U70 装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
 コード B06 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 213
 コード U70 装備 (ブレーキ・キャリパ 
(赤色塗装))
 コード B06 非装備 (ブレーキ・キャリパ 
(グレー塗装))
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
6ピストン固定キャリパ型プレーキモデル 253
 コード U70 装備 (AMG 
高出力連動ブレーキ・システム)
 コード B06 非装備 (AMG 
高出力ブレーキ・システム)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)6ピストン固
定キャリパ型プレーキ
モデル 212 AR42.10-P-0070EWA
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外), 218 
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)4ピストン固
定キャリパブレーキ装備

1.2 ブレーキキャリパ (1) フローティングキャリパ型ブレーキでフロン
をブレーキキャリパサポートとともにフロン トブレーキディスク (3) を取り外す場合
トアクスルから取り外し、ラインを接続した
ままテンションがかからないように車両に固
定します。

モデル 205, 213, AR42.10-P-0070LW
2531ピストンフローティングキャリパ型ブレ
ーキ
モデル 207 AR42.10-P-0505EWA
フローティングキャリパ型ブレーキモデル 
212 
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外), 218 
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)フローティ
ングキャリパ型ブレーキ
モデル 207, 212 AR42.10-P-0070EWB
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)非分割式1ピ
ストン式フローティングキャリパ型プレーキ
装備
モデル 207, 212 AR42.10-P-0070EWC
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外), 218 
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)分割式フロ
ーティングキャリパ型ブレーキ装備

2.1 ブレーキキャリパ (1) リアブレーキディスク (3) を取り外す場合
をブレーキキャリパサポートとともにリアア
クスルから取り外し、ラインを接続した
ままテンションがかからないように車両に固
定します。

モデル 207 AR42.10-P-0080EW
モデル 212 
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
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モデル 218 AR42.10-P-0080EL
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
モデル 205 AR42.10-P-0080LW
(205.086/087/286/287/386/387/487 以外)
モデル 213 (213.088/089/288/289 以外), 
253 (253.388/389/988/989 以外)

2.2 ブレーキパッドをリアアクスルから取り外し リアブレーキディスク (3) を取り外す場合
ます。

モデル AR42.10-P-1710LW
205.086/087/286/287/386/387/486/487
モデル 213.088/089/288/289
モデル 253.388/389/988/989

3 ロックボルト (2) を外し、ブレーキディスク 取付け: ロックボルト (2) を交換します。 
(3) を取り外します。

  モデル 205, 213, 253 エンジン 177 
搭載
取付け:  取り付け側のマークに注意します!

*BA42.10-P-1001-06J  モデル 
205.002/003/004/005/006/007/008/009/012/0
36/037/040/042/043/044/045/047/048/049/06
4/066/140/142/143/145/147/148/204/205/207
/208/209/212/236/237/240/242/243/244/245/
247/248/264/266/304/305/308/309/340/342/3
43/345/348/349/364/366/404/405/408/440/44
2/443/445/448/449/464/466
モデル 
205.086/087/286/287/386/387/486/487
モデル 
213.004/005/013/033/040/042/043/045/048/0
49/050/064/066/071/140/142/143/148/163/20
4/213/233/242/245/264/266/271
モデル 213.088/089/288/289
モデル 
253リアアクスルブレーキディスクをフランジ
に取り付けるロックボルト

*BA42.10-P-1002-06J  モデル 
205.002/003/004/005/006/007/008/009/012/0
36/037/040/042/043/044/045/047/048/049/06
4/066/140/142/143/145/147/148/204/205/207
/208/209/212/236/237/240/242/243/244/245/
247/248/264/266/304/305/308/309/340/342/3
43/345/348/349/364/366/404/405/408/440/44
2/443/445/448/449/464/466
モデル 
205.086/087/286/287/386/387/486/487
モデル 
213.004/005/013/033/040/042/043/045/048/0
49/050/064/066/071/140/142/143/148/163/20
4/213/233/242/245/264/266/271
モデル 213.088/089/288/289
モデル 
253フロントアクスルブレーキディスクをホイ
ールハブに取り付けるロックボルト

*BA42.10-P-1001-06H  モデル 207
モデル 212 
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
モデル 218 
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)リヤ・ブレ
ーキ・ディスクをホイール・フランジに取り
付けるロック・ボルト

*BA42.10-P-1002-06H  モデル 207
モデル 212 
(212.074/075/076/077/092/274/275/276/277/
292 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)
モデル 218 
(218.374/375/376/392/974/975/976/992 以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)フロント・
アクスル・ブレーキ・ディスクをホイール・
ハブに取り付けるロック・ボルト

清掃 

4 ブレーキディスク (3) 
の接触面およびフィットシートを清掃します。

5 ブレーキディスク (3) ホット・ペースト 1 kg、DBL 6879.20 *BR00.45-Z-1005-06A
のフィットシートにグリースを少量塗布しま
す。

6 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

  ブレーキ・ディスク、ブレーキ・カバー・プレート
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番号 名称 モデル 207 モデル 212
BA42.10-P-1001-06H リヤ・ブレーキ・ディスクをホイール・フランジに取り付けるロックNm 10 10

・ボルト

  ブレーキ・ディスク、ブレーキ・カバー・プレート

番号 名称 モデル 218
BA42.10-P-1001-06H リヤ・ブレーキ・ディスクをホイール・フランジに取り付けるロックNm 10

・ボルト

  ブレーキディスク、ブレーキダストシールド

番号 名称 モデル 205 モデル 213 
エンジン 256, 264, 
274, 276, 642, 
654, 656 搭載

BA42.10-P-1001-06J リアアクスルブレーキディスクをフランジに取り付けるロックボルトNm 10 10

  ブレーキディスク、ブレーキダストシールド

番号 名称 モデル 213 モデル 253
エンジン 177 搭載

BA42.10-P-1001-06J リアアクスルブレーキディスクをフランジに取り付けるロックボルトNm 10 10

  ブレーキ・ディスク、ブレーキ・カバー・プレート

番号 名称 モデル 207 モデル 212
BA42.10-P-1002-06H フロント・アクスル・ブレーキ・ディスクをホイール・ハブに取り付Nm 10 10

けるロック・ボルト

  ブレーキ・ディスク、ブレーキ・カバー・プレート

番号 名称 モデル 218
BA42.10-P-1002-06H フロント・アクスル・ブレーキ・ディスクをホイール・ハブに取り付Nm 10

けるロック・ボルト

  ブレーキディスク、ブレーキダストシールド

番号 名称 モデル 205 モデル 213 
エンジン 256, 264, 
274, 276, 642, 
654, 656 搭載

BA42.10-P-1002-06J フロントアクスルブレーキディスクをホイールハブに取り付けるロッNm 10 10
クボルト

  ブレーキディスク、ブレーキダストシールド

番号 名称 モデル 213 モデル 253
エンジン 177 搭載

BA42.10-P-1002-06J フロントアクスルブレーキディスクをホイールハブに取り付けるロッNm 10 10
クボルト

リペア・マテリアル

番号 名称 注文番号
BR00.45-Z-1005-06A ホット・ペースト 1 kg、DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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