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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉

1999.9

構成部品

取 付 説 明 書 ウッディ テイスト
ステアリング ホイール

必要工具

●⊕ ドライバー
● ドライバー

●Ｔ型レンチ（14 mm）

●トルク レンチ

●六角レンチ

●ステアリング ホイール プーラー

●サービス マニュアル

① ウッディ テイスト ステアリング ホイール

取り付けをする前に

●本用品の取り付けは，必ずホンダ販売店で行ってくださ

い。

●取り付けに際しては，本取付説明書の注意事項の他に，必

ず車両のサービス マニュアルの作業上の注意事項を読ん

で作業を行ってください。

●作業をする際に，バッテリーからマイナス（－）コードの接

続を外し，３分以上経過してか

ら作業を開始してください。接

続を外すと，ラジオ／カセット

プレーヤー，時計等のメモリー

が消える場合があるので，接続

を外す前に記録しておいてくだ

さい。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

② トルクス ボルト (2)

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア
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接続

１）ピン インシュレーターにソケット インシュレーター

を挿入し，ピン インシュレーターの爪にカバー イン

シュレーターを押し付ける。

注意 カバー インシュレーターを持って挿入しようとしな

いでください。

慣性ロック式カプラーの脱着方法

接続の外し方

１）ピン インシュレーターとカバー インシュレーターを

持ち，矢印の方向に引く。

注意 ソケット インシュレーターを持ってカプラーの接続

を外そうとしないでください。

２）ソケット インシュレーターを強く押す。

（カバー インシュレーターが爪を越えてスライドし，

接続される。）

ピン インシュレーター

カバー インシュレーター

ソケット
インシュレーター

ここを持って
引っ張らない
こと。

ピン インシュレーター

カバー
インシュレーター

ソケット
インシュレーター

爪

ピン インシュレーター

カバー インシュレーター

ソケット
インシュレーター

爪
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取り付け方法と手順

〔１〕エア バッグの取り外し

注意 バッテリーからマイナス（－）コードの接続を外し，

３分以上経過してから作業を開始してください。

１．運転席エア バッグ下側から，ツメを破損しないよう注

意してアクセス パネルを取り外す。

２．カプラー ホルダーからエア バッグ カプラーを外し，

カプラーの接続を外す。

注意 エア バッグ カプラーは慣性ロック式カプラーを使

用しています。慣性ロック式カプラーの脱着につい

ては，２ページの「慣性ロック式カプラーの脱着方

法」に従って作業を行ってください。

【図１】

３．ステアリング ボディ カバー両側からトルクス ボルト

２本を外し，エア バッグを手前に引き浮かせる。

注意 ・取り外したエア バッグは落としたり，ぶつけたり

しないよう注意してください。

・取り外したエア バッグは必ずパッド面（表面）を上

に向けて置いてください。

【図２】

カプラー ホルダー

アクセス パネル エア バッグ
カプラー

エア バッグ

トルクス ボルト
（不用）

ステアリング
ホイール

ステアリング
ホイール カバー

トルクス ボルト
（不用）
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〔２〕ステアリング ホイールの取り外し

注意 フロント ホイールを直進位置にして作業を開始して

ください。

１．オーディオ コントロール スイッチ ハーネス カプラー，

ホーン ハーネス カプラーとアース端子の接続を取り外

す。

２．エア バッグ ハーネス，オーディオ コントロール スイッ

チ ハーネス，ホーン ハーネス，アース端子をボスプ

レート カバーのクリップより取り外す。

●クルーズ コントロール付き車の場合は，クルーズ コ

ントロール スイッチ カプラーの接続を外し，ハーネ

スをクリップより外してください。

【図３】

３．ステアリング ホイール ボルトを外す。

４．フロント ホイールが直進状態になっていることを確認

し，ステアリング ホイール プーラーを使用してステア

リング ホイールを取り外す。

注意 ・ステアリング ホイール プーラーの取り付けボルト

２本のねじ山を５山以上ねじ込まないようにして

ください。

・ステアリング ホイールを取り外す際，フロント ホ

イールを動かさないよう注意してください。

【図４】

クリップ

アース端子

ホーン ハーネス
カプラー

取り付けボルト

ステアリング
ホイール プーラー

取り付け
ボルト

ステアリング
ホイール ボルト

ステアリング
ホイール

オーディオ コントロール
スイッチ ハーネス カプラー

クルーズ コントロール
スイッチ カプラー
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〔３〕ウッディ テイスト ステアリング ホイー
ルの取り付け

１．スクリュー２本を外してオーディオ コントロール ス

イッチをステアリング ホイールから取り外す。

【図５】

〈クルーズ コントロール装備車の場合〉

1) スクリュー２本を外してクルーズ コントロール スイッ

チをステアリング ホイールから取り外す。

【図７】

2) タッピング スクリュー４本とスクリュー２本を外して

ステアリング ホイールからステアリング ボディ カ

バー バランス ウェイト，アース ブラケットを取り外

す。

【図７-a】

スクリュー

クルーズ コントロール
スイッチ

ステアリング
ホイール

スクリュー

オーディオ
コントロール
スイッチ

ステアリング
ホイール

アース
ブラケット

タッピング
スクリュー
（４本）

スクリュー

バランス ウェイト

ステアリング
ボディ カバー

スクリュー

オーディオ
コントロール
スイッチ

①

２．スクリュー２本でオーディオ コントロール スイッチ

をウッディ テイスト ステアリング ホイール1に取り

付ける。

【図６】



08U97-S2X6

4) スクリュー２本でバランス ウェイトをウッディ テイ

スト ステアリング ホイール①に取り付け後，タッピ

ング スクリュー４本でステアリング ホイール カ

バー，アース ブラケットを取り付ける。

 注意 ウッディ テイスト ステアリング ホイール1に必ず

バランス ウェイトを取り付けてください。

【図７-c】

5) スク リュー２本でクルーズ コントロール スイッチを

ウッディ テイスト ステアリング ホイール①に取り付

ける。

【図７-d】

アース ブラケット

タッピング スクリュー
（４本）

スクリュー

バランス ウェイト

①

ステアリング
ボディ カバー

①

クルーズ コントロール
スイッチ

スクリュー

●以降は共通の取り付けになります。

3) タッピング スクリュー４本を外してウディ テイスト

ステアリング ホイール①からボディ カバーとアース

ブラケットを取り外す。

【図７-b】

タッピング スクリュー

アース ブラケット

①

ステアリング
ボディ カバー



08U97-S2X 7

３．ウッディ テイスト ステアリング ホイール①を水平

（直進位置）にしてコラム シャフトに合わせる。

●【図８-a】のように，キャンセリング スリーブ左右の

２ヶ所の凸部に，ステアリング ホイール①の凹部が

合うように，ステアリング ホイール①をはめこむ。

注意 ハーネスのかみ込み等がないよう十分注意してくだ

さい。

４．【図４】にて外したステアリング ホイール ボルトを締め

込む。

締め付けトルク：39 N・m（4.0 kgf・m）

【図８】

【図８-a】

５．ウッディ テイスト ステアリング ホイール①に組み付

けたボス プレート カバーのクリップに，各ハーネス

を【図９】のようにセットして各カプラー，端子を接続す

る。

●クルーズ コントロール付き車の場合は，クルーズ コ

ントロール スイッチ カプラーをスイッチに接続して

ください。

【図９】
クリップ

①

凹部 凸部
①

① コラム
シャフト

ステアリング
ホイール ボルト
（再使用）

オーディオ コントロール
スイッチ ハーネス カプラー

クルーズ コントロール
スイッチ ハーネス
カプラー
（クルーズ コントロール
装備車の場合）

アース端子

ホーン ハーネス
カプラー
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８．接続したエア バッグ カプラーを元通りカプラー ホル

ダーに収め，アクセス パネルを元通り取り付ける。

【図11】

６．エア バッグ カプラーを確実に接続し，エア バッグを

セットする。

注意 ・エア バッグ カプラーは慣性ロック式カプラーを

使用しています。慣性ロック式カプラーの脱着に

ついては，２ページの「慣性ロック式カプラーの脱

着方法」に従って作業を行ってください。

・エア バッグをセットする際，ハーネスのかみ込み

等がないよう十分注意してください。

７．トルクス ボルト②２本でエア バッグをウッディ テイ

スト ステアリング ホイール①に固定する。

締め付けトルク：9.8 N・m（1.0 kgf・m）

【図10】

９．取り付け終了。

エア バッグ

エア バッグ カプラー

カプラー ホルダー

アクセス パネル

エア バッグ
カプラー

②

①

②
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続し，以下の項目

の確認を必ず行ってください。もし不具合が発生した場

合は，サービス マニュアルの故障診断に従って対応して

ください。

１）直進走行時のステアリング ホイールの位置。

２）ホーン スイッチの作動。

３）コンビネーション メーターのＳＲＳ警告灯がイグ

ニッション スイッチＯＮ状態にしてから６秒間点灯

し，その後消えることを確認する。

●電装アクセサリー及び他の電装システムが正常に作動する

ことを確認してください。また，各機器のメモリーやつま

みの位置を取り付け前の状態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席

ウィンドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくな

ります。

その場合は，エンジンを始動しドア ガラスを下げてから，

スイッチを引き上げ続け，ウィンドウを閉め切り，１秒間

以上スイッチを保持してください。


