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ウインドウの清掃

 注意 熱線のあるウインドウ

には使用しないでくだ

さい。熱線を切断しま

す。

●スクレッパー

必要工具／用具

●⊕ ドライバー

④ リア クォーター フィルム（右）

③ リア クォーター フィルム（左）

② リア ドア フィルム（右）

① リア ドア フィルム（左）

構成部品 ●ヘラ（ゴム製）

●ヘラ（ゴム製硬質）

●ヘラ（大）（樹脂製）

●ヘラ（小）（樹脂製）

●ペーパー タオル

フィルム貼り付け

ウインドウの清掃，

フィルムの貼り付け

仕上げ

ウインドウの清掃，

フィルムの貼り付け

仕上げ

ヘラ（大）（小）先端に巻き，

中性洗剤溶液の吸い取り

ウインドウの清掃

仕上げ

アヴァンシアアヴァンシアアヴァンシアアヴァンシアアヴァンシア
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●水洗用バケツ 取り付けをする前に

●取り付け（貼り付け）作業は直射日光の当たる場所，ほこり

等の出る場所では行わないでください。

●フィルムを貼る時に使用する中性洗剤溶液の指定濃度は下

表に従ってください。

●水のみの使用は避けてください。

●中性洗剤溶液は霧吹きに入れて使用してください。

●ナビゲーション システム標準装備車にはリア クォーター ウ

インドウにアンテナが装備されています。アンテナをさけ

るため巻末の型紙を使用してリア クォーター フィルムを切

り取ってください。

貼り付け位置

スクレッパー，ヘラの洗い

●テープ

フィルムから離型フィルム

の外し

●中性洗剤

●霧吹き

●塩化ビニール板

（プラスチック板） フィルム面清掃台

として使用

（約80×80 cm以上）

指定濃度 水：中性洗剤 100：１

リア ドア
フィルム（左）①

リア クォーター
フィルム（左）③

リア クォーター
フィルム（右）④

リア ドア
フィルム（右）②
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取り付け方法と手順

 リア ドア フィルムの取り付け

リア ドア ライニングの取り外し
１．クリップ２ヶ所を外して左リア ドア ガーニッシュを取

り外す。

●爪を破損しないように注意してください。

２．プル ポケットの中にあるスクリュー キャップを開け，

スクリュー１本を外す。

【図１】

３．下側からめくるようにしてクリップ７ヶ所を外し，左リ

ア ドア ライニングをドア パネルから浮かせる。

４．左リア ドア ライニングのハンドル裏側にあるクリップ

を起こしてロッドを外し，パワー ウィンドウ スイッチ

のカプラー接続を外して左リア ドア ライニングを取り

外す。

【図２】

ツメ

スクリュー

プル ポケット

スクリュー キャップ
（あける）

クリップ

左リア ドア
ガーニッシュ

〈リア ドア ハンドル裏側〉

クリップ

ロッド ハンドル

パワー ウィンドウ
スイッチ カプラー

クリップ位置
（７ヶ所）左リア ドア ライニング

脱着時には損傷さ
せないようにして
ください。
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【図４-b】

ウインドウの清掃
 注意 作業前に車両の室内側ウインドウ面を必ず洗浄してく

ださい。

【図４】

スクレッパー
●水洗いしながら行う

【図４-a】

 フィルム貼り付け面
（室内側ウインドウ） 中性洗剤溶液

【図４-c】

スクレッパー
●水洗いしながら行う

【図４-d】

【図４-e】

 注意 ヘラは拭き取りの度に水洗いしてください。

ヘラ（ゴム製）
●水洗いしながら行う

ウインドウを約５cm開けてから濡らす

 スクレッパーで表面のゴミ（鉄粉等）を拭き取る

ウインドウを閉め残りの部分を濡らす

スクレッパーで残りの部分のゴミ（鉄粉等）を

拭き取る

ウインドウを約５cm開けてから濡らす

ヘラ（ゴム製）で拭き取る

小分けに拭き取らないでガラス端部まで

いっきに拭き取る
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【図４-f】

【図４-g】

 注意 ヘラは拭き取りの度に水洗いしてください。

ヘラ（ゴム製）
●水洗いしながら行う

フィルム粘着面からの離型フィルムのはがし方
 注意 ・フィルム内面に油分，ほこり等が付かないよう十分

注意してください。

・左側用のフィルムにはLのマークが付いています。

【図５】

テープ

【図５-a】

ウインドウを閉め残りの部分を濡らす

ヘラ（ゴム製）で拭き取る

小分けに拭き取らないでガラス端部まで

いっきに拭き取る

ビニール板を濡らす

ヘラ（ゴム製硬質）で拭き取る

ビニール板を再び濡らす

離型フィルムをはがし易くするために，

フィルム端部にテープを貼る。
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【図５-b】

【図５- c】

●指も濡らしてください

ヘラ（ゴム製硬質）
●水洗いしながら行う

ビニール板

フィルム

フィルム

離型フィルム

【図５-d】 ●テープをはがしてください。

 フィルム面
（貼り付け面）

ビニール板の上にフィルムを置く

●キラキラ光る面を手前にする。

（接着面をビニール板側にする。）

再びフィルム面を濡らす。

ヘラ（ゴム製硬質）でビニール板上の

フィルム面のゴミ（キラキラ光る面）を

拭き取る。

●離型フィルムをはがした後，フィル

ムのまるまりに依るゴミの付着を防

ぎます。

テープを引いて，フィルムを傷付けな

い（折らない）ように離型フィルムから

フィルムをはがす。

●中性洗剤溶液をかけながら行ってく

ださい。
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５．ウインドウ五隅の角度が大きい順にヘラを中央から外側

に向かい動かし，溶液，空気を押し出す。

【図９】

貼り付け方法
１．ウインドウを約５cm開けてから濡らす。

【図６】

２．【図７-a】のように，リア ドア フィルム（左）①をウイ

ンドウに合わせる。

●フィルムをすべらせて位置決めします。

３．リア ドア フィルム（左）①の上面を濡らす。

【図７】

４．リア ドア フィルム（左）①中央部をヘラ（ゴム製硬質）

で，フィルムが動かないように注意して，Ｓ字にゆっく

り圧着しながら動かす。

【図８】

６．ヘラにペーパー タオルを巻きフィルムから押し出した

中性洗剤溶液を吸い取る。

【図10】

７．リア ドア フィルム（左）①がめくれないようにウイン

ドウの上端をおさえながらウインドウを閉める。

【図11】

ヘラ（ゴム製硬質）

ペーパー タオル

ヘラ（樹脂製）

５m m

９m m
ドア ウインドウ

【図７-a】

①
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８．残り部分のウインドウを濡らす。

【図12】

9． 残り部分のリア ドア フィルム（左）①の上面を濡らす。

【図13】

10．リア ドア フィルム（左）①中央部をヘラ（ゴム製硬質）

で，フィルムが動かないように注意して，Ｓ字にゆっく

り圧着しながら動かす。

【図14】

11．ヘラを中央から外側へ向かい動かし溶液，空気を押し出

す。

【図15】

12．ヘラにペーパー タオルを巻きフィルムから押し出した

中性洗剤溶液を吸い取る。

【図16】

13．車両外側から空気および溶液のかみ込みを点検しながら

ヘラを動かしてください。

 注意 空気，溶液が抜けない場合は再度フィルムの表裏面と

ウインドウを濡らし，部分的にやり直してください。

14．反対側ウインドウにも同様に取り付ける。
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【図17-b】 リア クォター フィルムの取り付け

●ナビゲーション システムを標準装備車には，リア クォー

ター ウインドウのアンテナ部をさけるため，巻末の型紙を

使用してリア クォーター フィルムを切り取ってからリア

クォーター フィルムを取り付けてください。

ウインドウの清掃
 注意 作業前に車両の室内側ウインドウ面を必ず洗浄してく

ださい。

【図17】

 注意 ヘラは拭き取りの度に水洗いしてください。

ヘラ（ゴム製）
●水洗いしながら行う

フィルム粘着面からの離型フィルムのはがし方
 注意 フィルム内面に油分，ほこり等が付かないよう十分注

意してください。

１．５，６頁記載「フィルム粘着面からの離型フィルムのは

がし方」を参考にして同様に行う。

貼り付け方法
１．ウインドウを濡らす。

【図18】

２．リア クォーター フィルム（左）③の四隅を合わせる。

●フィルムをすべらせて位置決めします。

３．リア クォーター フィルム（左）③上面を濡らす。

【図19】

③

ヘラ（ゴム製）で拭き取る

小分けに拭き取らないで，ガラス

端部までいっきに拭き取る

【図17-a】

 注意 ガラス周辺の黒セラ部分はスクレッパーを使用しない

でください。ヘラ（樹脂製）を使用してください。

 フィルム貼り付け面
（室内側ウインドウ）

中性洗剤溶液

スクレッパー
●水洗いしながら行う

ウインドウを濡らす

スクレッパーで表面のゴミ（鉄粉）等を拭き取る

ウインドウを濡らす
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６．ヘラにペーパー タオルを巻きフィルムから押し出した

中性洗剤溶液を吸い取る。

【図28】

７．車両外側から空気および溶液のかみ込みを点検しながら

ヘラを動かしてください。

 注意 空気，溶液が抜けない場合は再度フィルムの表裏面と

ウインドウを濡らし，部分的にやり直ししてください。

８．反対側ウインドウにも同様に取り付ける。

９．取り外した部品を元通りに取り付ける。

（取り付け終了）

ペーパー タオル

ヘラ（樹脂製）

４．リア クォーター フィルム（左）③中央部をヘラ（ゴム製

硬質）で，フィルムが動かないように注意して，Ｓ字に

ゆっくり圧着しながら動かす。

【図20】

５．ウインドウ四隅の角度が大きい順にヘラを中央から外側

に向かい動かし，溶液，空気を押し出す。

【図21】

ヘラ（ゴム製硬質）

ヘラ（ゴム製硬質）

３１

２４
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取り付け後のご注意

●フィルム端部にはがれが無いか１，２時間後に確認してく

ださい。はがれのある場合は，ヘラ（樹脂製）（大）（小）に

ペーパータオルを巻き付けた用具で，再度フィルムをウイ

ンドウに圧着してください。

●貼り付け後は，フィルムに触れないようにし，２～３日放

置状態にしてください。放置期間内はウインドウの開閉は

しないでください。

●貼り付け後，フィルムが白濁する場合がありますが，約一

週間程で消えます。
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＝おねがい＝

本型紙はナビゲーション標準装備車のリア クォーター ウインドウ アンテナ部を避けるために使用します。

型紙（表）

●本型紙は左側リア クォーター ウインドウ

フィルム③用です。

●右側リア クォーター ウインドウ フィルム

④は型紙を裏側にしてご使用ください。

フィルム切り取り部分

フィルム
切り取り部分

フィルム③

型紙（表）をあてる位置


