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〈商　　品　　名〉

フロント＆リア スピーカー 2002.8

〈発行年月〉

2002

取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア

リサイクル紙を使用しています。

パール マグネシウム２WAYスピーカー：GS-6936（別売）

スピーカー (2)

４×16 mm (6)

タッピング スクリュー

３×６mmスクリュー (12)

６×16 mm (6)

ワッシャー付きスクリュー

スピーカー ブラケット (6)

５×16 mm (6)

ワッシャー付きボルト

取扱説明書

©

必要工具

● ドライバー

●10 mmスパナ

●カッター ナイフ

パール マグネシウム ウーハー：GS-7936（別売）

スピーカー (2)

４×16 mm (6)

タッピング スクリュー

３×６mmスクリュー (12)

６×16 mm (6)

ワッシャー付きスクリュー

スピーカー ブラケット (6)

５×16 mm (6)

ワッシャー付きボルト

取扱説明書

品番：08A38-0E0-420 品番：08A38-0E0-300
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取り付け方法と手順

〔１〕右フロント スピーカーの取り付け

１．右フロント ドアのウィンドウを全開にする。

２．クリップとツメを外してドア ミラー ガーニッシュを取

り外す。

【図１】

３．ドア グリップにあるスクリュー キャップを開けてタッ

ピング スクリュー１本を外し，クリップ８ヶ所を外して

ドア ライニングを浮かせる。

【図２】
タッピング スクリュー

ドア グリップ

スクリュー
キャップ
（開ける）

クリップ
（８ヶ所） ドア

ライニング

ドア ミラー
ガーニッシュ

クリップ

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行うときは，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，オーディオ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。

●取り付けは右側で説明しています。左側も同様に取り付けて

ください。

●ライニング等，取り外した部品に傷等が付かないよう注意し

てください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

 注意 ＳＲＳエア バッグ システム装備車の場合，ＳＲＳの

ハーネスにはクランプ等をしないでください。

ツメ
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４．インサイド ハンドル裏側のロッドを外してドア オープ

ナー ワイヤーを外す。

【図３】

５．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外し，次に

ドア ライトを外してドア ライニングを取り外す。

【図４】

ドア ライニング

ドア オープナー ワイヤー

インサイド ハンドル
ロッド

損傷させないよう
にしてください｡

車両カプラー

ドア ライニング

ドア ライト
車両カプラー

ドア ライニング

６．タッピング スクリューを外して車両スピーカーを手前に

引き出し，スピーカー裏のカプラーの接続を外して車両

スピーカーを取り外す。

【図５】

７．シール ブラケットにあるツメ３ヶ所をカッター ナイフ

等で切り取る。

【図６】

車両スピーカー
（不用）

車両カプラー

タッピング スクリュー
（３本，再使用）

シール ブラケット

タブ（３ヶ所）
斜線部を切り取る
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左フロント スピーカーの取り付け

１．〔１〕の手順１～４のように作業をして左フロント ドア ラ

イニングを浮かせる。

２．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外し，次に

ドア ライトを外してドア ライニングを取り外す。

【図８】

３．〔１〕の手順６～10のように作業をして左フロント スピー

カーを取り付ける。

左フロント ドア
ライニング

カプラー

ドア ライト

８．フロント スピーカー裏側にスピーカー ブラケットを取

り付け，手順６で外した車両カプラーを接続する。

９．手順６で外したタッピング スクリュー３本でフロント ス

ピーカーをスピーカー ホールに取り付ける。

【図７】

10．取り外したドア ライニングとドア ミラー ガーニッシュ

を元通りに取り付ける。

スピーカー
ホール

スピーカー
ブラケット

スピーカー

車両カプラー

タッピング
スクリュー
（３本，再使用）
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〔２〕リア スピーカーの取り付け

１．リア ドアのウィンドウを全開にする。

２．リア ドア ガーニッシュを手前に引き，クリップ２ヶ所

を外す。

●クリップを破損しないよう注意してください。

３．リア ドア ガーニッシュを手前に引くように上方へ引い

て取り外す。

【図９】

５．〔１〕の手順４のように作業をしてリア ドア オープナー

ワイヤーを外す。

６．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外してドア

ライニングを取り外す。

【図11】

７．〔１〕の手順７～10のように作業をしてリア ドア スピー

カーを取り付ける。

８．手順１～７と同様に作業をして左リア ドア スピーカー

も取り付ける。

（取り付け終了）

ドア ライニング

カプラー

タッピング スクリュー

ドア グリップ

ドア ライニング

クリップ（７ヶ所）

４．ドア グリップにあるスクリュー キャップを開けてタッ

ピング スクリュー１本を外し，クリップ７ヶ所を外して

ドア ライニングを浮かせる。

【図10】

リア ドア
ガーニッシュ

リア ドア
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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。

●各スピーカーが正常に作動するか確認してください。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に

従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）

を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スイッチをUP側にし，ウィンドウを

全閉してスイッチをそのままUP側で１秒間以上保持す

る。

５．パワー ウィンドウがオートUP／DOWN作動することを確認

する。作動しない時は，セット方法の１～４の作業を再

度行う。


