
AR72.10-P-1000CW フロント·ドアのドア·パネルの脱着 27.1.10
モデル  204、212

P72.10-3433-09

図はモデル 204.0
1 ドア·パネル 6 取付けクリップ 11 インナ·ドア·ハンドル
2 ウインドウ·フレーム·カバー 7 フロント·ドア 12 ロング·ウエッジ
3 スプレッディング·クリップ 8 ロック·ボタン
4 ピン 9 N69/1

ドア車内操作部コントロール·ケーブ5 ボルト (モデル 204) 左フロント·ドア·コントロール·ユ
ル ニット

10 コネクタ N69/2
右フロント·ドア·コントロール·
ユニット

モデル 212

1 ドア·パネル

12 ロング·ウエッジ
13 カバー
14 ボルト

P72.10-3693-04

脱着  
エンジン·フード、ドア、 構成部品が動いているときは、 AS00.00-Z-0011-01A危険! 
カバーおよびスライディング·ルーフを脱着す作動部分に身体各部や手足を近づけないよう
る際、および調整作業の際に、 に注意します。
指を挟んだりして負傷する危険があります。

1 ウインドウ (上下可動) を全開にします。 モデル 204、モデル 212 準防弾仕様 (コード 
Z04) 以外

2 スプレッディング·クリップ (3)  モデル 212 準防弾仕様 (コード Z04) 
に手が届くまで、ロング·ウエッジ (12) 

の場合、ロング·ウエッジ (12) を使用してウインドウ·フレーム·カバー (2) を図のようにあてがわず、ロング·ウエッジ 
をゆるめます。 (12) を使用してウインドウ·フレーム·カバー 

(2) 
上部をウインドウ·フレームの角から上方へ取
り出し、スプレッディング·クリップ (3) 
に手が届くようになるまでウインドウ·フレー
ム·カバー (2) を上方へ取り外します。

*110589035900 
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3 スプレッディング·クリップ (3)  モデル 212 準防弾仕様 (コード Z04) 
を取り外します。 以外の場合は、適切なプライヤを使ってピン 

(4) をスプレッディング·クリップ (3) 
から取り外します。次にピン (4) を 90° 
回し、再びスプレッディング·クリップ (3) 
にかみ合うまで押し込みます。引き続きプラ
イヤでピン (4) をつかみ、
スプレッディング·クリップ (3) 
をドア·パネル (1) から取り外します。

 取付け:モデル 212 準防弾仕様 (コード 
Z04) 以外の場合は、ピン (4) 
をロック解除してスプレッディング·クリップ 
(3) から取り外します。次にピン (4) を 90° 
回し、スプレッディング·クリップ (3) 
に再び差し込みます。 
スプレッディング·クリップ (3) 
をドア·パネル (1) にはめ込み、ピン (4) 
を押し込みます。

4.1 ボルト (5) を外します。 モデル 204
4.2 ロング·ウエッジ (12) を使用してカバー (13) モデル 212

を外し、ボルト (14) を取り外します。
*110589035900 

5 ミラー·ボディ·カバーを取り外します。 モデル 212 準防弾仕様 (コード Z04)

6 ドア·パネルをフロント·ドア (7) ロング·ウエッジ (12) をそのつど直接、
の取付けクリップ (6) から取り外します。 取付けクリップ (6) 

のところに持っていきます。その際、
ドア·パネル (1) の取付けクリップ (6) 
のツメが壊れないように注意します。

*110589035900 

7 ドア·パネル (1) を横に水平にフロント·ドア  左フロント·ドア·コントロール·ユニット 
(7) から引き離します。 その際、ロック·ボタン (N69/1) また
(8) をドア·パネル (1) から外します。 は右フロント·ドア·コントロール·ユニット 

(N69/2) のコネクタ (10) 
およびドア車内操作部コントロール·ケーブル 
(9) に手が届くまでドア·パネル (1) 
をフロント·ドア (7) から引き離します。

 取付け:ドア·パネル (1) 
をインナ·シーリング·レールに正しく取り付
けるよう注意します。

8 左フロント·ドア·コントロール·ユニット 
(N69/1) また
は右フロント·ドア·コントロール·ユニット 
(N69/2) のコネクタ (10) を外します。
電子部品の静電気放電による損傷の防止に関 AH54.00-P-0001-01A 
する注意事項

9 ドア車内操作部コントロール·ケーブル (9) 
をインナ·ドア·ハンドル (11) から外します。

10 コネクタを左フロント·ドア·サウンド·システモデル 212 サウンド·システム (コード 810) 
ム·ミッドレンジ / バス·スピーカまた 装備
は右フロント·ドア·サウンド·システム·ミッ
ドレンジ / バス·スピーカから外します。

11.1 ドア·パネル (1) を取り外します。 モデル 204、モデル 212 準防弾仕様 (コード 
Z04)

11.2 ドア·パネル (1) を取り外します。 モデル 212 準防弾仕様 (コード Z04) 
以外の場合のみ

 取付け:ボルト (14) 
は接触するところまで締め付けます。これは、
ドア·パネル (1) を取り付けた
後でドア·パネルのインストルメント·パネル
に対する設定を点検し、
必要に応じて調整する必要があるためです。
参照:↓
ドア·パネルのインストルメント·パネルに対 AR72.10-P-1000-02EW
する位置の点検および調整

12 取付けは取外しの逆の順序で行います。
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ロング·ウエッジ
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