TOYOTA LANDCRUISER

LEXUS LX570

LANDCRUISER/LX570

GOLDMAN CRUISE RUS VER２ for OverFender

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

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 てく ださ 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。

●本製品を 取付ける 際には、 車両を 必ず平ら な場所に停めて作業を 行なっ てく ださ い。 ●取付け作業は2名以上で行なっ てく ださ い。 ●サイ ド ブ レ ーキを 引き 、 必ずエン ジン を 停止さ せてく ださ い。
●両面テ ープ 、 モール等を 貼り 付ける 場合には、 本製品貼付面及び車両側貼付面を 必ずホワイ ト ガソ リ ン 等の脱脂材で清掃し てく ださ い。 ま た両面テ ープ 貼付け後、
24時間以内の洗車は絶対に避けて下さ い。 （ 剥がれの原因になり ま す）
●両面テ ープ モール等の再使用はし ないでく ださ い。 特に気温の低い日、 雨等の湿気の多い日に取り 付ける 場合には、 ド ラ イ ヤーで両面テ ープ 貼付面を 温め、 乾燥さ せてから 貼り 付けてく ださ い。
●プ ラ イ マーを 使用する 場合には、 必ず注意事項を 読み作業を 行なっ てく ださ い。
●電装品が関係する 商品の場合には必ずバッ テ リ ーのマイ ナス端子を 外し 、 作業を 行なっ てく ださ い。

Rear Under Spoiler (ver. 2)

取付説明書

プライマー（N200PAC）接着促進剤

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。

/ for Over Fender

リアアンダースポイラー ( バージョン２) オーバーフェンダー対応

■リアアンダースポイラーの取付け■ ※ ゴールドマン専用オーバーフェンダーを先に取り付けてから、リアアンダースポイラーの取り付け作業を行ってください。
1. リアアンダースポイラーを塗装/取付ける前に必ず車両に仮合わせを行なって下さい。(図１ )
2. 純正マフラーをカットし、LSフィニッシャー開口位置にあわせてマフラーカッターの溶接、
または純正マフラーの加工を行なって下さい。(LX570のみ)
3. ボディコート処理をしている車両は、マスキングをして両面テープ貼付け位置を塗装用コンパウンド
で除去します。(図３)
リアバンパーとオーバーフェンダーに穴開けをします。
（図４.５）
4. 付属の穴位置ゲージ(別紙)を使用して、
5. 純正リアバンパーとオーバーフェンダーから、ビスを取り外します。
（ ※オーバーフェンダーから外すクリップ[a]はリアアンダースポイラーの取り付けに再使用します ） (図３)
（図２）
6. レクサス純正LSフィニッシャー「A」の２箇所のツメをペンチ等で平らに折り曲げます。
「B」にて取り付けます。
（図５）
7. リアアンダースポイラーにレクサス純正LSフィニッシャー「A」をトラスボルト
（図５）
8. リアアンダースポイラーにスピードナット「Ｇ」を取付けます。
（図５）
9. ゴムモール「H」両面テープ「I」を貼り付けます。
※車体及びリアアンダースポイラーのゴムモール、両面テープ貼り付け面は、ホワイトガソリン等で
必ず脱脂し、PACプライマー「Ｋ」を塗って下さい。
クッションテープ「J」
・ゴムワッシャー「E」を貼り付けます。(図５)
10. 同様に、
11. 手順７で貼り付けた両面テープの剥離紙の両端を、剥がしやすくするために３〜４ｃｍほど剥し表面に出し、
リアアンダースポイラーを車体に取り付け、残りの全箇所を仮締めします。
12．両面テープの剥離紙をすべて剥し、
リアアンダースポイラーを車体に圧着させます。
13. 最後に、手順９で仮締めしていた箇所を本締めして完成です。

図１

図２

図４
インサートナットの穴位置にゲージの穴を合わせ、

車体に仮合わせし、マスキングテープでゲージを
車体に貼り付けます。

ゲージを車体側に残し、リアアンダースポイラーを取り外します。
残ったゲージの穴位置を車体にマーキングし、10 ㎜ の穴を開けます。

穴位置ゲージをマスキングテープでとめます。

穴位置ゲージ

マスキングテープ

マスキングテープ

図５

両面テープ「Ｉ」 貼付範囲

プレーンワッシャー [Ｄ]

※手を切らないように気をつけてください。

[Ｂ]

スピードナット [Ｇ]

85mm

[Ｄ]

[Ｂ]
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プレーンワッシャー [Ｄ]

図３

※８㎜でオーバー
フェンダーに穴開け
してください。

この２箇所のツメを
ペンチで曲げて平らにします。

リアフォグの内側の位置をポイントにして垂直方向 85 ㎜下に
製品をセットします。（ゴムモールを付けた状態では 80 ㎜）

Ｍ６トラスボルト [Ｂ]
[Ｄ]
[Ｂ]

[Ｂ]

コンパウンド施工位置
マスキング位置
仮合わせの際に上側のマスキング
をし、一度製品を外してから下側
のマスキング（約 20 ㎜下位置）
をしてコンパウンドをかけます。

クッションテープ [Ｊ]

オーバーフェンダー

ゴムモールと両面テープの貼付け方
脱脂、及びプライマー [Ｇ] 処理部

ゴムモール [Ｈ]

ゴムワッシャー [Ｅ]

純正クリップ ( 反対側も同様 )
※再度使用致します。

純正ボルト

Ｍ６ナット [Ｆ]
ゴムワッシャー [Ｅ]
クッションテープ [Ｊ]

[ａ]

交換します

M6 トラスボルト [Ｃ]

※リアアンダースポイラーの取り付けには

[Ｆ]
M6 フランジナット

両面テープ [Ｉ]

Ｍ６ボルト [ C ]

付属のトラスボルト [Ｂ] とプレーンワッシャー [Ｄ] を使用します。

構
成
部
品
表

ゴムモール「Ｈ」

Ｍ６トラスボルト [Ｂ]

A

LSフィニッシャー（R、L）

各1

E

ゴムワッシャー

４

Ｉ

両面テープ ｔ1.2

２

B

トラスボルト Ｍ６ｘ15

10

F

フランジナット Ｍ６（大）

４

Ｊ

トラスボルト Ｍ６ｘ20

４

G

PACプライマー（N200）

プレーンワッシャー （大）

H

ゴムモール（ブラック、グレー 車体色により選択）

各1

Ｌ

１

D

４

スピードナット

Ｋ

１

C

２

クッションテープ
穴位置ゲージ

１
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