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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉

1999

取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

リア サイド マーカー アヴァンシア 1999.12

構成部品

① リア サイド マーカー（右）

② リア サイド マーカー（左）

③ インサイド ガーニッシュ（右）

④ インサイド ガーニッシュ（左）

⑤ アウト サイド ガーニッシュ（右）

⑥ アウト サイド ガーニッシュ（左）

⑦ メイン ハーネス (2)

⑧ ハーネス バンド (6)

⑨ ヒューズ シール

⑩ タッピング スクリュー (2)

⑪ 型紙

⑫ サブ ハーネス (2)

必要工具

●⊕ ドライバー
● ドライバー

●クリップ リムーバー

●ラチェット レンチ（ボックス10 mm）

●ホールソー（20 mm径刃）

●廻し挽き鋸（市販品）

●ヤスリ

●ニッパー

●カッター ナイフ

●ガビョウ

●粘着テープ

●ウエス

●段ボール又は毛布

●はさみ

⑬ クッション テープ (2)

リサイクル紙を使用しています｡
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取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業をおこなうときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してくだ

さい。接続を外すと，一体機，時計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。

●リア バンパー取り外し後の作業は，リア バンパー等に傷を付けないように下に段ボール又は毛布等を敷いて作業を行って

ください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意
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取り付け位置図

取り付け方法と手順

 バンパーの加工

１．型紙!1を切り抜き，Ｌ側型紙を【図１】のようにリア バ

ンパー左側に合わせ，テープで固定する。

２．【図１】に示す型紙⑪の４ヶ所の位置にガビョウを刺

し，リア バンパーにマークする。

３．【図１】に示す型紙⑪のラインに沿ってカッター ナイフ

の刃を入れ，リア バンパー面に切り跡を付ける。

【図１】

４．型紙を外し，【図１】にてガビョウでマークした４ヶ所の

ポイントに20 mm径穴をあける。

５．【図２-a】のように，廻し挽き鋸等で斜線部を切り取る。

 注意 廻し挽き鋸等で切り取る際，バンパー内部の車両部品

やハーネスを傷付けないよう注意してください。

●穴加工後，周囲のバリを取り除いてください。

【図２】

６．手順１～５と同様に右側も加工する。

リア サイド マーカー（左）
②

サブ ハーネス⑫

リア サイド
マーカー（右）①

メイン ハーネス⑦メイン ハーネス⑦

カッター ナイフ
切り跡を付ける

⑪

テープ

リア バンパー ガビョウ

斜線部を切り取る

廻し挽き鋸（市販品）

【図１】にて付けた切り跡

【図２-a】

ホールソー
（20 mm径刃）

ここに合わせる

ここに合わせる

【図１-a】（４ＷＤの場合）⑪

ここに合わせる

ここに合わせる

斜線部を切り取る
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10．手順８，９と同様に左側テール ランプを取り外す。

11．ツメ４ヶ所を外して左右のリア サイド ライニング カ

バーを取り外す。

12．左右のリア サイド ライニング カバーを取り外した穴の

後方にあるナット４個を取り外す。

●ナットを落とさないよう注意してください。

13．タッピング スクリュー４本とクリップ２個をリア バン

パーから取り外す。

14．リア バンパー上部の溝８ヶ所に ドライバーを差し込ん

でボディ凸部から抜く。

● ドライバーにウエス等を巻いてボディ，リア バン

パー等に傷を付けないよう注意して作業を行ってくだ

さい。

【図６】

リア サイド
ライニング
カバー

リア バンパー

浮かす

ウエス

溝（８ヶ所）

ナット

リア
バンパー

クリップ
タッピング
スクリュー

ナット

ツメ
（４ヶ所）

ドライバー

タッピング
スクリュー

７．テールゲートを開け，【図３】のようにウェザー スト

リップをはがした後，クリップ７ヶ所を外してリア エ

ンド ガーニッシュを取り外す。

 注意 クリップを破損しないよう注意してください。

【図３】

８．ツメ２ヶ所を外して右側リア サイド ライニング後方

のカバーを取り外す。

 注意 ツメを破損しないよう注意してください。

【図４】

９．ナット３個を外し，テール ランプを手前に引いてカプ

ラー３個を外して取り外す。

●ナットを落とさないよう注意してください。

【図５】

クリップ（７ヶ所） リア バンパー

クリップ

リア エンド ガーニッシュ

ツメ
（２ヶ所）

右側リア サイド ライニング

カバー

ナット

カプラー（３個）

テール ランプ

ウェザー ストリップ
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15．手順11にて左右のリア サイド ライニング カバーを取

り外した穴から手を入れ，【図７】に示す上側クリップの

ツメを外してクリップを抜く。

16．【図７】に示す矢印方向からリア バンパー裏側に手を入

れ，下側のクリップのツメを外してクリップを抜く。

●リア バンパー両端がボディから外れたことを確認して

ください。

【図７】

この穴から手を
入れ作業する

上側クリップ

リア バンパー下側クリップ

この方向から手を
入れ作業する

ツメ

下側クリップ

上側クリップ

17．【図８】のように，リア バンパー両端を外側に開きなが

ら，バンパー内側のスペーサーを下に引いてバンパー上

面の溝からスペーサーのツメを外し，さらにバンパー下

側をたたいてバンパー両端を完全に外す。

 注意 リア バンパーを一気に引いて取り外すと，ボディ，リ

ア バンパー等が破損するおそれがありますので十分に

注意して作業を行ってください。

18．リア バンパー裏側中央のカプラーを外してリア バン

パーを取り外す。

【図８】 カプラー

スペーサー開く

たたく

たたく

リア バンパー

下げる

19．インサイド ガーニッシュ（左）④とアウト サイド ガー

ニッシュ（左）⑥を【図２】の加工穴に取り付け，タッピン

グ スクリュー⑩で固定する。

 注意 左右の識別マークを確認して取り付けてください。

Ｌ：左側 Ｒ：右側

【図９】

20．手順19と同様に右側も取り付ける。

4

⑥

⑥⑩

④

④

識別マーク
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６．左側リア サイド ライニング上部のリッドを外し，リ

ア サイド ライニングを手前にめくる。

●前手順でリア バンパーを取り外す際，リッドを外し

ますが，もしリッドを元に戻してしまった場合は取り

外してください。

【図12】

左側リア サイド ライニング

リッド

めくる

 ハーネスの通線

１．テールゲートを開け，トノ カバーを取り外す。

２．スペア タイヤ リッドを取り外す。

【図10】

３．【図11-a】のように，リア パネル ライニング内側左右

のタイダウン フックのリッドを開き，ボルトを外して

タイダウン フックを取り外す。

４．【図11】のように，リア ドア トリムを途中まで外す。

５．【図11-b】のように，リア サイド ライニングのクリッ

プ１ヶ所を外して手前にめくりながら，リア パネル ラ

イニングを内側のクリップ８ヶ所を外して取り外す。

【図11】

トノ カバー

スペア タイヤ リッド

【図11-a】 【図11-b】

タイダウン
フック

クリップ リア サイド
ライニング

リッド

クリップ
（８ヶ所）

リア パネル
ライニング

クリップ

リア ドア トリム
リア パネル
ライニング
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７．左側リア サイド インナー パネルの車両グロメットを

外し，【図13】のようにメイン ハーネス⑦を通線し，メ

イン ハーネスのグロメットをパネル穴に確実に取り付

ける。

【図13】

●リア コーナー センサーと同時装着の場合は，【図13-a】の

ようにリア コーナー センサー ハーネスのギボシ端子と

メイン ハーネス⑦のギボシ端子を接続し，ハーネス バン

ド⑧で固定する。

【図13-a】

⑦ 車両グロメット（不用）

⑦のグロメット

リア コーナー
センサー ハーネス

テープ（外す）

ギボシ端子

⑦

８．メイン ハーネス⑦のヒューズ ケースにヒューズ シー

ル⑨（２Ａ）を貼り付ける。

９．【図14】のように，メイン ハーネス⑦の４極カプラーを車両

ハーネス４極カプラー（テール ストップ ランプに接続され

ていたカプラー）に割り込み接続する。

●メイン ハーネス⑦のもう一方の４極カプラーは，テール

ランプを元通り取り付ける時，テール ランプのソ

ケットに接続します。

【図14】

10．手順９にて接続したカプラーにクッション テープ⑬を

巻き，カプラーとメイン ハーネス⑦をハーネス バン

ド⑧２本で車両ハーネスに固定する。

【図15】 ⑬

⑦

⑦

⑨（２Ａ）

車両ハーネス４極カプラー

ヒューズ ケース

テール ランプの
ソケットに接続する。

４極カプラー

⑧⑧

４極カプラー

⑦のもう一方の４極
カプラーを外に出して
おく
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13．サブ ハーネス⑫の左右の２極カプラーを【図９】にてリ

ア バンパーに取り付けたアウト サイド ガーニッシュ

⑤，⑥に通し，リア バンパーを元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

【図17】

⑤

⑫の
２極カプラー

リア バンパー

⑫の
２極カプラー

⑥

11．【図13】にて外側に通線したメイン ハーネス⑦のギボシ

端子にサブ ハーネス⑫のギボシ端子を接続する。

【図16】

●リア コーナー センサーと同時装着の場合は，【図16-a】の

ようにリア コーナー センサー ハーネスのギボシ端子と

サブ ハーネス⑫のギボシ端子を接続する。

【図16-a】

12．手順６～11と同様に右側も通線する。

⑦

ギボシ端子

⑫

ギボシ端子

テープ（外す）

⑫ リア コーナー
センサー ハーネス

14． メイン ハーネス⑦の４極カプラーと車両ハーネスの２極，

３極カプラーを【図５】にて取り外したテール ランプのソ

ケットに接続し，テール ランプを元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，確実にセットしてください。

【図18】

15． 手順14と同様に左側も取り付ける。

ナット

車両３極カプラー

テール ランプ

車両２極カプラー

⑦の４極カプラー
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 リア サイド マーカーの取り付け

１．リア サイド マーカー（左）②にサブ ハーネス⑫の２極

カプラーを接続する。

 注意 左右の識別マークを確認して接続してください。

Ｌ：左側 Ｒ：右側

【図19】

２．リア サイド マーカー（左）②のツメをインサイド ガー

ニッシュ（左）④の凸部に差し込み，リア サイド マー

カー（左）②に組み付けられているタッピング スク

リューで取り付ける。

【図20】

３．手順１，２と同様に右側も取り付ける。

４．取り外した部品を元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

（取り付け終了）

② 識別マーク

⑫の
２極カプラー

④の凸部

②

ツメ

②に組み付けられている
タッピング スクリュー

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ

ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接

続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリーおよび他

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

ウイ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，ウインドウを閉め切り，１秒間

以上スイッチを保持してください。

作動確認

●車両ライト スイッチをスモール ライト位置に合わせ，サ

イド マーカーが点灯していることを確認してください。

ヒューズの交換

●ヒューズ（２Ａ）の場所については，７頁の【図14】を参照し

てください。
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バルブの交換

１．【図19】，【図20】を参照して，リア サイド マーカーを取

り外し，ソケットを左に回して取り外します。

２．ソケットから古いバルブを引き抜き，新しいバルブを取

り付けます。

 注意 ・電球（バルブ）を交換するときは，必ず指定の純正

パーツを使用してください。

定格：12Ｖ-５Ｗ

・バルブ（電球）を交換するときには，電球の表面に素

手で触れないようにしてください。使用時電球が高

温になるため，油などが付着すると寿命が短かくな

ります。万一触れた場合は，中性洗剤の薄い水溶液

を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。

３．ソケットをリア サイド マーカーに取り付け，リア サイ

ド マーカーを元通りに取り付けます。

リア サイド マーカー
裏側

ソケット

ソケット

古いバルブ
（不用）

新しい
バルブ


