
取付説明書　
■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

LEVORG ELECTRICO FB

LEVORG ELECTRICO [ VMG/VM4 ]
この度は当製品をお買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。　●必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等は対応出来ません。
●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。　●作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。　●テープ類の接着部分は必ず脱脂作業をし、接着を行なって下さい。

FRONT BUMPER SPOILER フロントバンパースポイラー
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スピードナットM6
六角ボルトM6
トラスボルトM6
平ワッシャー（大）M6
スプリングワッシャーM6
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※ウィンカー/デイタイムランプ
皿ビスM4ｘ10
六角ナットM4
平ワッシャーM4
スプリングワッシャーM4
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フランジナットM6 
トラス小ネジM5 
両面テープｔ＝2.0 
マジックテープ　オスメスセット 
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図❷ アンダーブラケット カット箇所詳細

図❸ デイタイムランプ／ウインカー取付

バンパー裏面取付部

図❹ フォグランプ移設

図❶
ブラックアウト塗装を
推奨します。

発泡緩衝材を取り外します
（再使用しません）

取り外します（再使用しません）

バンパーと干渉する部分をカットします

デイタイムランプ／ウインカーに付属の
ステー・ネジ類を図の位置に仮止めします
（左右同様 計4箇所）

当製品付属の皿ビス、六角ナット等を使用して
デイタイムランプ／ウインカーをバンパーに仮止めします。

上下左右のバランスを調整して
本締めしてください

フォグガーニッシュをバンパー取付部にセットしてボルト、ナットで締結します

左右とも同様にカットします
：カット部の断面

アンダーブラケットを取り外します
一部カットした後、車体に戻します

1.純正フロントバンパーを車体から取り外します。
　※純正ボルト、クリップ、パーツ類は再使用します。
2.図❶のパーツを取り外します。
3.図❷を参考に手順2.で外したアンダーブラケットをエアソー、
   ベルトサンダー、カッター等でカットし、車体の元の位置に取り付けます。
4.図❸を参考にデイタイムランプ〈A〉（もしくはウインカー）を
　バンパーに取り付けます。
 ※配線はデイタイムランプもしくはウインカー付属の取付説明書を
　参照して下さい。
5.図❹を参考に純正フォグランプをフォグガーニッシュに移設し
　バンパーに取付けます。

裏面へ続きます

! 本取付前に必ず仮合わせを行なってください。
※本製品は「FRP製・黒ゲルコート仕上げ」です。塗装（下地処理）を前提に製作している為、
　センサー移設ケガキ跡、軽度な傷や気泡、凹凸、修正跡が存在しますが、
　下地処理時に修正して下さい。（下地処理で修正可能なものはクレーム対象になりません。）
※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なって塗装して下さい。
※樹脂製品のため50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。

六角ナット M4 〈C〉
スプリングワッシャー M4 〈E〉
平ワッシャー M4 〈D〉

トラス小ネジ M5 〈L〉

平ワッシャー M6 〈I〉

平ワッシャー M6 〈I〉

トラスボルト M6 〈H〉
表側から取付けます

六角ボルト M6 〈G〉

フランジナット M6 〈K〉

〈I,G〉

〈I,K〉

フォグガーニッシュ

純正フォグランプを
移設します

皿ビス M4 〈B〉

N 2018年 4月 3日

デイタイムランプ〈A〉：ウインカーがヘッドライト内蔵のＤ型はデイ
タイムランプを使用します。
Ａ～Ｃ型の場合はウインカーを使用します。
それぞれ付属の取付説明書を参照して 配線、
取り付けして下さい。

※左右共も同様に取付けします。

バンパー取付部

スピードナット M6〈F〉
向きに注意して差込みます

（片側5箇所）

〈I,G〉

〈I,G〉

※A～C型はウインカー,D型はデイタイムランプを使用します。購入の際、確認して下さい。
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取付説明書

LEVORG ELECTRICO FB

LEVORG ELECTRICO [ VMG/VM4 ]

DAMD Inc.
株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599  FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp

FRONT BUMPER SPOILER　 フロントバンパースポイラー

※ディスプレイコーナーセンサー装着車の場合、純正バンパーから取り外し、
バンパー表面からセンサーを差し込み裏面からハーネスを接続します。

※センサー移設

※各ダクトの金網は形状に
　沿って折り曲げて針金で
　固定してください。

図❻ エンブレム台座部

エンブレム台座取付位置

図❼ 車体への取付 図❽ バンパーへのパーツ取り付け

図❺  純正エンブレム裏面

N 2018年 4月 3日

裏面より続き
6.純正エンブレム及びフロントカメラ（装備車のみ）を純正バンパーより取り外し
、図❺、❻を参考にエンブレム台座に移設し、グリルの網に取り付けます。

7.図❼を参考にリテーナーを取外し、エアソー、ベルトサンダー、カッター等を使用し、
     リテーナーとリテーナー上のL字部分をカットします。カット後、車体の元の位置に取付け
ます。車体にバンパーを取り付けます。
 ※タイヤ・ホイール、タイヤハウスカバーを外して作業を行って下さい。
8.図❽を参考に牽引フックカバー、ナンバープレート、純正ウオッシャーノズルカ
バーを取り付けて完成です。

純正エンブレム

エンブレム台座

エンブレム台座

メッキ枠部分
スバルマーク部分

フロントカメラ

純正クリップ

純正モールプレート
純正クリップ、ボルトにて車体に共締めします

カメラケーブル ①
②

※ 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〈M〉を貼り付けます。

純正エンブレムを台座に貼り付けます

フロントカメラを純正グリルから外す際に一旦ケーブルをフロントカメラから外します。
①エンブレム台座にカメラを純正ネジを使ってマウントします。
②カメラのカプラーにケーブルを繋ぎ、純正ネジで固定します。

： 両面テープ〈M〉

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。
次に付属の両面テープ〈 M〉を
図を参考に貼り付けます。

エンブレム台座をバンパーのグリル網の中心にセットして針金で網に
固定して下さい。（左記“エンブレム台座取付位置”参照）

ケーブルを通すため、網を一部カットして下さい。

台座からの針金を網に差し込み、
網を抱き込むように折り曲げて
台座を固定します

六角ボルト 〈G〉

スピードナット M6 〈F〉

マジックテープ セット 〈N〉

牽引フックカバー

純正ウォッシャーノズルカバーを移設します（左右同様）

純正ナンバーボルトを再使用し、
ナンバープレートを取り付けます

塗り分けをお勧めします
スプリングワッシャー 〈J〉

スピードナット M5 〈F〉

車体フェンダー

バンパー

平ワッシャー 〈I〉

※図は右側
　左側も同様にカットと締結をしてください

牽引フックカバーを
マジックテープで
バンパーに貼り付けます

牽引フックカバーの形状に合わせて
マジックテープをカットしてください
（バンパー側も同様）

カメラ非装備車の場合は
カメラマウント部はありません。
購入の際、確認して下さい。

30㎜

フィンセンターに合わせます

150㎜

※センサー移設
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この部位は締結しません

この部位は締結しません

⬆

リテーナーを取外し、斜線部をカットします

進行方向

タイヤ

リテーナー

ヘッドライト

Ｌ字部分をカットします。
カット

カット


