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取付説明書

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■ この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ、及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

●エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。 ●開梱後、直ちに付属品を確認し、仮合わせによる取付確認を行なって下さい。本製品の加工後／塗装後のクレーム等は
対応できません。 ●本製品を取り付ける部分は汚れや埃を取り除いて下さい。 ●テープ類の接着部分は必ず脱脂し、接着を行なって下さい。

フロントグリル・アッパー

FRONT GRILLE, UPPER
！

本取付前に必ず仮合わせを行なってください。

※塗装の際は＃400程度のサンドペーパーで十分に足付けを行って塗装して下さい。
※樹脂部品のため50°
以上の温度での焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

プライマー（Ｎ200ＰＡＣ）！ 取扱注意
●塗布後は10分以上乾燥させてください。
●塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
●はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭き取って下さい。
はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

図1

1. 純正アッパー、
センターフロントグリル及び、
アッパーグリルブラケットを車体から取り外します。
2. 図 1 を参考に、
フロントグリル・アッパーとボンネットの両面テープ貼付面を脱脂剤で入念に脱脂してから、
ＰＡＣプライマー A を塗布します。十分に乾燥させてから、両面テープ〈B〉
を貼り付けます。
3. 図 2 を参考に、
フロントグリル・アッパーを車体に取り付け、
トラスボルトＭ5ｘ15 C ２ヵ所を軽く締めておき、
両面テープの剥離紙を引き抜き車体に圧着させます。
※仮付け前に図 2 を参考に両面テープの剥離紙を端末から５ｃｍほど剥がし外側に出しておきます。
4. トラスボルトＭ5ｘ15 C ２ヵ所を本締めします。
5. 純正エンブレムを純正センターフロントグリルより取り外し、図 3 を参考に本製品へ移設します。
※D/E型スバルエンブレム付属品の場合、
同梱のスバルエンブレム E を取り付けます。

※参考

：両面テープ <B>

フロントグリル ・ アッパー両面テープ貼付け

取り外したアッパーグリルブラケットは
本製品取り付けには使用しません

窪みの内側に沿って両面テープ <B> を貼り付けます

純正アッパーグリルブラケット

フロントグリル・アッパー裏面

図2

フロントグリル ・ アッパー取付け

フロントグリル・アッパー仮締め後両面テープ剥離紙を
引き抜けるように、予め外側に折り出しておきます。

ボンネット裏面

ボンネット裏面

ワッシャーＭ5<D>

ワッシャーＭ5<D>

トラスボルトＭ5ｘ15<C>

図3

純正エンブレム貼付け

フロントグリル・アッパー正面

トラスボルトＭ5ｘ15<C>

スバルエンブレム

純正エンブレム裏面

※D/E 型スバルエンブレム付属品の場合、本作業は必要ありません

スバルエンブレム裏面

純正バンパーからエンブレムを
取り外し、純正に付いている両
面テープを剥がします。この際、
エンブレムの割れやメッキの剥
れにご注意下さい
次に付属の両面テープ <B> を図
を参考に貼り付けます

メッキ枠部分
スバルマーク部分
※スバルマーク部分とメッキ枠部分を接着するように両面テープ <B> を貼り付けます

：両面テープ <B>

フロントグリル・ロア

FRONT GRILLE, LOWER

6.純正ロアフロントグリルを純正バンパーより取り外します。※取り外したクリップ、ビスなどの一部は本製品の取付けに使用します。
7.図 ❹ を参考に、
フロントグリル・ロアと純正フロントバンパーの貼付け面は入念に脱脂を行い、ＰＡＣプライマー<A>を塗布します。十分に乾燥させてから、両面テープ<B>を貼り付けます。
8.図 ❺ を参考に、純正ロアグリルブラケットをエアソー、ベルトサンダー、
カッター等を使用し、図の点線に沿ってカットします。
カット後、図 ❻ を参考に車体の元の位置に取付けます。
★LED有の場合、先に手順 、 を行い、手順９に進みます。
.図 ❼ を参考に、付属のＬＥＤランプ<F>、エンジン連動ON-OFFユニット<F>にギボシ端子<G>を
取り付けます。
.図 ❽ を参考に、付属のＬＥＤランプ<F>を取付けます。

図4

フロントグリル ・ ロア両面テープ貼付け
フロントグリル・ロア裏面

9.図 ❽ を参考に、付属のネットを取付けます。
10.図 ❾ を参考に、
フロントグリル・ロアを純正クリップ、ビスを使用して仮止めします。
両面テープの剥離紙を引き抜き車体に圧着させます。
※仮止め前に図 ❾ を参考に両面テープ剥離紙を端末から５ｃｍほど剥がし外側に出しておきます。
11.手順10にて仮締めした純正ビスを本締めします。
12.LED有の場合、エンジン連動ON-OFFユニット<G>を付属の取付説明書に従い、結線して下さい。

※参考

：両面テープ <B>

取り外したフロントバンパアッパービームは
本製品取り付けには使用しません
両脇の R 止まりから R 止まりまで両面テープ <B> を貼り付けます

構成部品
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ＰＡＣプライマー Ｎ-200
両面テープ t=1.2mm
トラスボルトＭ5ｘ15
ワッシャーＭ5

1
1
2
2

E
F
G
H

スバルエンブレム ※１
ＬＥＤランプ ※2
エンジン連動 ON-OFF ユニット ※2

接続用ギボシ / スリーブ ※2

1
1
1
１セット

※1

D/E 型スバルエンブレム 付属品の場合

※2

LED 有の場合
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フロントグリル・ロア

FRONT GRILLE, LOWER

図5

純正ロアグリルブラケット切り取り
純正ロアグリルブラケット裏面

図の点線に沿って、カッターなどで切り取る

図6

純正ロアグリルブラケット取付け

純正クリップ

図7

ＬＥＤランプ、 エンジン連動 ON-OFF ユニット ギボシ端子取付け
バッテリー ⊕

⊖

ＬＥＤランプ <F>

白 or 青

オス

メス

黒

メス

オス

配線方法

赤
黒

黄

ギボシ端子セット <H>
※各ギボシにはスリーブを
挿入して下さい

黒
エンジン連動 ON-OFF ユニット <G>

上図、エンジン連動 ON-OFF ユニット付属の取付説明書に基づいて付属のギボシ端子等にて LED ランプの配線を
行って下さい。
※必要に応じて絶縁テープの使用、配線コード / エンジン連動 ON-OFF ユニットの固定を行って下さい。

図8

ＬＥＤランプ※１、 ネット取付け

※１ ＬＥＤ有の場合

裏面詳細

ＬＥＤ有の場合、開口の段差に合わせ、LED ランプ <F> を裏面の両面テープで貼り付けます
※フロントグリル・アッパーの LED ランプ貼付け面は、事前に脱脂剤で入念に脱脂してから、
PAC プライマー <A> を塗布しておきます

LED リード線

フロントグリル・ロア正面

図9

フロントグリル ・ ロア取付け
純正ビス

固定用の針金を使用して、ネット固定します
※危険防止のため、周囲は折り返して下さい

純正クリップ

純正ビス

ビス取付部詳細

純正ビス

フロントグリル・ロア左裏拡大
フロントグリル・ロア仮止め後 , 両面テープ剥離紙を
引き抜けるように、予め外側に折り出しておきます
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純正フロントバンパー
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