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取付け作業前に必ずお読みください

2016.11.07 初 〕】阪

日本製品は、以下に表示する車両に適合します。

韓名 型式

スズキ・アルト HA36S

FF車 専用 (4WD車 には装着できません)

はじ鍵曳お読みくだ!さい'li

この度は不製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

の機能を発揮し、かつ安全に使用していただくために本書をお読みください。

■安全上の注意

には本製品の機能を十分に発揮するとともに、あなたや他の人々、車両等への危険や損害を未然

に防止するための注意事項を示しています。

本製品は、ノーマルの車両を基準に開発、設計を行なっています。ノーマルから著しい変更を受けた

に関しては本製品の機能及び性能、安全性について保証致 しかねま曳

書に記載されている事項を守らなかった場合、死亡や怪我の人身事故 ・製品や車両その他の物損事

には一切の責任を負いかねます。その場合製品や車両その他の物品や作業工賃等の金銭的保証並び

こ時間的 ・精神的損失についても一切負担致しません。予めご了承いただきますようお願いいたしま

音では安全に使用していただける様に下記の記号を使用 し作業や使用時の危険レベルを表示してい

ます。必ず指示に従っていただきますようお願いいたします。

△ 園

作業者または使用者が、死亡または重傷を負うまたは重大な物的損傷につなが

る危険が切迫して生ずることがある場合に表示。

作業者または使用者が、傷害を負う危険を想定される場合。

また本製品が原因で誘発された物的損害の発生が想定される場合に表示。

品に関するお問い合せ、紛失、 の 、オーバーホール等のご はお買 い の

売店へお問い合せ下さい。
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■使用 される前に

本製品を正しくお取り扱いいただくため、下記の注意事項を厳守して下さい。      ・

口構造上/作業上の注意事墳 |

△ 國
日本製品の装着に際して車載ジャッキやパンタグラフジャッキを使用した車体の持

ち上げや保持は絶対に行わないで下さい。作業中に車両が落下してケガをしたり

最悪の場合死亡する恐れがあります。必ず自動車用リフト、もしくはガレージ

ジャッキとリジットラックを使用 して下さい。

日本製品の取付は必ず専門業者に依頼し、自動車メーカー発行の整備要領書や修

理書と本説明書を参照して下さい。

日本製品に対し切削や指示された部位以外の熔接など加工及び改造は絶対に行わ

ないで下さい。

■各部のボル ト、ナットはメーカー発行の整備要領書などを参照し規定 トルクに

従って締付けして下さい。規定 トルクに従わない場合ボル ト、ナットの破損や部品

の脱落等の原因となります。

△ 園

△ 圏

△ 園

■維持,管理

李審
品を第二者

年菩
られるときは本取り扱い説明書を一緒にぉ渡し下さい。

■棒葉すo場合い  l tl・|||

△ 匝重蓮∃ ■

廃棄する場合はお買い上げの販売店もしくは専門業者に依頼 して下さい。

口日常点検はドライバーの責任です。必ず実施して下さい。

日本製品取付後は操縦安定性等が変化しています。操作フィーリングに優れるまで

速度を抑えて走行して下さい。

■走行中に異音、異臭、振動等異常を感じた場合は、運転を中止し専門業者に症

状を告げ点検、必要であれば修理を依頼して下さい。

■故障の修理はお客様自身ではなさら拭 必ず専門業者に依頼して下さい。



■球面 ワッシャーは左図のとお リボル

トー球面ワッシャー凸…球面 ワッシャー

凹のllNで取付け必ず球面ワッシャーの

凸部 と凹部が接するように組み合わせ

て使用 して下 さい。低頭ボル トも同様

に組み合わせて使用 して下 さい。

■低頭ボル トは○で囲んだ車両後方下

側のサイ ドプレーキ レリーズ レパーの

部位 に使用 します。

■球面 ワッシャーをセ ッ トしたM10

ボル トを取付けパ ックプレー トとキャ

ンパープレー トを介 しアクスルに取付

けます。

■キャンバープ レー トの下側がアクス

ル とバ ックプレー トそれぞれに接する

まで、4本 のボル トを少 しずつ均等に

締めていきます。

■下側が接 した ら上側の2本 のボル ト

を少 しずつ均等に締めて行 きます。

E全 面が接 したら4本 のボル トを対角

線上に数回増締め して下さい。

※最初から傾斜 させて取付けようとす

るとポル トやアクスル側のネジ山を痛

めます。アクスルallのネジ山を痛める

とアクスルを交換する必要に迫 られる

場合があ ります。 ご注意 ください。

■締め付けが完了したら ドラムを装着

する前にサイ ドブレーキ レバーを事前

に確認 した引き代 までゆっくり引き上

げ低頭ボル トとサイ ドブレーキの レ

リーズ レバーが干渉 していないことを

確認 して下さい。

■サイ ドブレーキを戻 しドラムとタイ

ヤを取付けます。サイ ドブレーキが正

常に効 くことを再確認 して下さい。

バ ックプレー ト

ブレーキ類は省略 しています

※透視イメージです

M10ボ ル ト

ヽ

キ

アクスル

ヤンバープレー ト



■球面 ワッシャーは左図のとお リボル

トー球面ワッシャー凸…球面 ワッシャー

凹の順で取付け必ず球面 ワッシャーの

凸部 と凹部が接するように組み合わせ

て使用 して下 さい。低頭ボル トも同様

に組み合わせて使用 して下 さい。

■低頭ボル トは①で囲んだ車両後方下

Rllのサイ ドブレーキ レリーズ レバーの

部位に使用 します。

■球面 ワッシャーをセ ッ トしたM10

ボル トを取付けパ ックプレー トとキャ

ンパープレー トを介 しアクスルに取付

けます。

■キャンバープ レー トの下側がアクス

ル とバ ックプレー トそれぞれに接する

まで、4本 のボル トを少 しずつ均等に

締めていきます。

E下 側が接 した ら上側の2本 のボル ト

を少 しずつ均等に締めて行きます。

■全面が接 したら4本 のボル トを対角

線上に数回増締め して下さい。

※最初から傾斜 させて取付けようとす

るとボル トやアクスル側のネジ山を痛

めます。アクスル側のネジ山を痛める

とアクスルを交換する必要に迫 られる

場合があります。 ご注意 ください。

■締め付けが完了したら ドラムを装着

する前にサイ ドプレーキ レバーを事前

に確認 した引き代までゆっくり引き上

げ低頭ボル トとサイ ドブレーキの レ

リーズ レバーが干渉 していないことを

確認 して下 さい。

■サイ ドブレーキを戻 し ドラムとタイ

ヤを取付けます。サイ ドブレーキが正

常に効 くことを再確認 して下さい。

パ ックプレー ト

ブレーキ類は省略 しています

※透視イメージです

M10ボ ル ト

ヽ

キ

アクスル

ャンバープレー ト


