
AR72.10-P-4011CW フロント·ドアのドア·ロックの脱着 16.3.10
モデル 204
モデル 212 ausser CODE (Z04) 軽装甲車

P72.10-3680-09

キーレス·ゴー (コード 889) 非装備で説明
2 ドア·モジュール 9 プラスチック·ピン A85 左フロント·ドア·ロック
3 ベアリング·ブラケット 10 ホルダ A85/1 右フロント·ドア·ロック
4 カバー 11 グロメット
5 電気ケーブル·ハーネス 12

ドア車内操作部コントロール·ケーブ6 レリーズ·ロッド
ル7 ロック解除ケーブル

13 キャッチ·フック8 リベット
14 キャッチ·フック
15 ロック·ロッド

取外し 

1 ドア·モジュール (2) を取り外します。 AR72.10-P-0900CW
2 ベアリング·ブラケット (3) を矢印方向 (矢印 

A) にカバー (4) から取り外します。
3 レリーズ·ロッド (6) 

を左フロント·ドア·ロック (A85) また
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
から外します。

4 ロック解除ケーブル (7) 
をベアリング·ブラケット (3) から外します。

5 電気ケーブル·ハーネス (5)  キーレス·ゴー (コード 889) の場合、
をベアリング·ブラケット (3) 補助電気ケーブル·ハーネスをベアリング·ブ
から取り外します。 ラケット (3) から取り外します。

6 カバー (4) を矢印の方向 (矢印 B) 
へ左フロント·ドア·ロック (A85) また
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
から外します。

7 リベット (8) 穴をあけます。 充電式ドリル·ドライバ
gotis://G_58.0_01.1

8 電気ケーブル·ハーネス (5)  キーレス·ゴー (コード 889) の場合、
を左フロント·ドア·ロック (A85) また 補助電気ケーブル·ハーネスを左フロント·ド
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) ア·ロック (A85) またから取り外します。

は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
から取り外す必要があります。

9 ポンチを使用して、プラスチック·ピン (9)  ドア·モジュール (2) 
をドア·モジュール内側方向にホルダ (10) を支持します。これを行わない場合、
から叩き出します。 ドア·モジュールが歪むおそれがあります。

10 ホルダ (10) 付近の左フロント·ドア·ロック *110589035900 
(A85) または右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
を、
ロング·ウエッジを使用してドア·モジュール 
(2) から押し外します。

11 グロメット (11) 
およびドア車内操作部コントロール·ケーブル 
(12) のグロメットをドア·モジュール (2) 
から外します。
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12 左フロント·ドア·ロック (A85) また
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
をドア·モジュール (2) 
から取り外します。その際、
ドア車内操作部コントロール·ケーブル (12) 
およびロック·ロッド (15) 
をドア·モジュール (2) の開口部に通します。

取付け 

13 左フロント·ドア·ロック (A85) また  ドア·モジュール (2) 
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) を支持します。これを行わない場合、
をドア·モジュール (2) に位置決めし、 ドア·モジュールが歪むおそれがあります。
ドア車内操作コントロール·ケーブル (12) 
およびロック·ロッド (15) 
をドア·モジュール (2) の開口部に通し、
ホルダ (10) を左フロント·ドア·ロック (A85) 
または右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
とともにドア·モジュール (2) 
に取り付けます。

14 最適なポンチを使用して、プラスチック·ピン  ドア·モジュール (2) 
(9) を左フロント·ドア·ロック (A85) また を支持します。これを行わない場合、
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) ドア·モジュールが歪むおそれがあります。
の方向へホルダ (10) の中に押し込みます。

15 グロメット (11) 潤滑ペースト *BR00.45-Z-1010-06A
およびドア車内操作部コントロール·ケーブル 
(12) のグロメットを、
潤滑ペーストを使ってドア·モジュール (2) 
に取り付けます。

16 電気ケーブル·ハーネス (5)  キーレス·ゴー (コード 889) の場合、
を左フロント·ドア·ロック (A85) また

補助電気ケーブル·ハーネスを左フロント·ドは右フロント·ドア·ロック (A85/1) ア·ロック (A85) また
に取り付けます。 は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 

に取り付ける必要があります。
17 新品のリベット (8) を挿入します。 ハンド·リベット·ツール

gotis://K_68-80_06.0
18 カバー (4) を左フロント·ドア·ロック (A85)  キャッチ·フック (13) を必ず、

または右フロント·ドア·ロック (A85/1) 完全にかみ合わせます。
に取り付けます。

19 電気ケーブル·ハーネス (5)  キーレス·ゴー (コード 889) の場合、
をベアリング·ブラケット (3) 補助電気ケーブル·ハーネスをベアリング·ブ
に取り付けます。 ラケット (3) に取り付けます。

20 ロック解除ケーブル (7) 
をベアリング·ブラケット (3) 
に取り付けます。

21 レリーズ·ロッド (6)  キャッチ·フック (14) を必ず、
を左フロント·ドア·ロック (A85) また 完全にかみ合わせます。
は右フロント·ドア·ロック (A85/1) 
に取り付け、ベアリング·ブラケット (3) 
をカバー (4) に取り付けます。

22 ドア·モジュール (2) を取り付けます。 AR72.10-P-0900CW

110 589 03 59 00

ロング·ウエッジ

リペア·マテリアル

番号 名称 注文番号
BR00.45-Z-1010-06A ラバー取付け潤滑ペースト 1 L A 000 989 03 67
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