
【 右側】

【 左側】

日産　エクストレイル 　【車 両型 式：Ｄ ＢＡ－ ＮＴ３ ２・他 】
ニュー ヒッチメンバー　　　品番 ：ＮＮ－０８２
ステン レスヒッチメンバー　品番 ：Ｎ－０８２Ｓ

【取 付手 順】

１．　 リア バンパ ーを外 してく ださい 。

２．　 左側 フレー ムのク ラッシ ュカン の後端 より ナット 付プレ ートを フレー ム内に 入れ て、左 側ステ ー

　　 ※ナ ット付 プレー トが入 れづら い場合 は、 クラッ シュカ ンを取 り外し てくだ さい 。

　　 を既 存ナッ トとナ ット付 プレー トを使 い、 スペー サーを 挟んで 仮締め してく ださ い。（ 下図参 照）

　　 ※仮 締めは 、調整 できる 程度で 、締め 込ま ないで くださ い。

３．　 右側 フレー ムの牽 引フッ クを取 り外し てく ださい 。

４．　 牽引 フック 取付穴 とフレ ーム前 方のナ ット 付穴を 使って 、左側 同様に 右側ス テー を仮締 めして くださ い。

　　 ※仮 締めは 、調整 できる 程度で 、締め 込ま ないで くださ い。

５．　 左右 ステー とメン バー本 体を仮 締めし てく ださい 。

６．　 全体 のバラ ンスを 確認後 、全ボ ルトを 本締 めして くださ い。

７．　 リア バンパ ーを取 り付け てくだ さい。

【 部品一 覧】

１．　 メンバ ー本 体　　 　　　 　１

２．　 ヒッチ ボー ル　　 　　　 　１

３．　 ボール マウ ント　 　　　 　１

４．　 左側ス テー 　　　 　　　 　１

５．　 右側ス テー 　　　 　　　 　１

６．　 脱着ピ ン（ Ｒピン 付）　 　１

７．　 スペー サー 大　　 　　　 　２

８．　 スペー サー 小　　 　　　 　１

９．　 ナット 付プ レート 　　　 　１

１０．　 ボルト 一式

　　　 ・Ｍ１ ２ｐ １．２５ Ｌ４０ ボルト 　　６

　　　 ・Ｍ１ ２ｐ １．２５ Ｌ３５ ボルト 　　４

　　　 ・Ｍ１ ２ｐ １．２５ ナット 　　　 　　２

　　　 ・Ｍ１ ２ス プリン グワッ シャー 　１０

　　　 ・Ｍ１ ２プ レート ワッシ ャー　 　１０

警告 ! !：このヒッチメンバーは、 国内規格Ｃ級（トレーラー 総重量７５０ｋｇ以下）で す。

　　　 　　国内規格Ｃ級以上のト レーラーは、絶対に牽引し ないで下さい。

　　　　ま た、牽引車に対する取付・ 使用上での不具合によるい かなる損害についても当社 では、一切責任を

　　　　負い ませんのであらかじめご了 承下さい。

　　　 　本製品は、上記記載のよ うに最大牽引荷重を設定し ておりますが、牽引車フレ ーム取付部の強度を保証

　　　 　しているものではありま せんので、あらかじめご了 承下さい。

　　 ※ナ ット付 プレー トが入 らない 場合は 、φ ４０程 度の穴 開け等 の加工 が必要 にな ります 。

トレ ー ラ ー、 牽 引 車両 に よっ て は 、灯 火 類 の不 具 合 が発 生 する 場 合 がご ざ い ます 。

その 場 合 、リ レ ー 配線 な どの 処 置 が必 要 に なり ま す ので 、 牽引 車 ま たは ト レ ーラ ー

ご購 入 の 販売 店 に ご相 談 くだ さ い 。

【配線 につ いての ご注意 】


