
【左側 】

【右側 】

トヨタ　ハリアー　６０系 　 【車両 型式： ＤＢＡ －ＺＳ Ｕ６ ０Ｗ・ 他】
ニューヒッチメンバ ー　　　品番：ＮＴ－１４ ９
ステンレスヒッチメ ンバー　品番：Ｔ－１４９ Ｓ

既存ナ ット

既存 ナット リア バンパ ー

ヒッチ ボール

Ｍ１ ２ｐ１．２５Ｌ ３５ボ ルト（ ｓｗ 、ｐｗ 付）

Ｍ１ ２ｐ１．２５Ｌ ３５ボ ルト（ ｓｗ 、ｐｗ 付）

Ｍ１２ ｐ１．２ ５Ｌ３ ５ボル ト（ｓ ｗ、 ｐｗ付 ） Ｍ１２ ｐ１．２ ５Ｌ ３５ボ ルト（ ｓｗ、 ｐｗ付 ）

【取付 手順書 】

１．　左 側フレ ームの 牽引フ ック を取り 外して くださ い。

２．　１ の牽引 フック 取付穴 とそ れより 前方の ナット 付き穴 を使用 して 、左側 ステー を仮締 めして 下さい 。

　　※ 仮締め は、調 整出来 るよ うボル トは締 め込ま ないで くださ い。

３．　右 側フレ ームの ナット 付き 穴を使 用して 、右側 ステー を仮締 めし てくだ さい。

　　※ 仮締め は、調 整出来 るよ うボル トは締 め込ま ないで くださ い。

４．　左 右ステ ーとメ ンバー 本体 を仮締 めして くださ い。

５．　全 体のバ ランス を確認 しな がら、 全ボル トを本 締めし てくだ さい 。

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７ ５０ｋｇ未満）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。

配線 ソケッ ト取付 位置
メンバ ー本体

左側ス テー

　　※ 仮締め は、調 整出来 るよ うボル トは締 め込ま ないで くださ い。

　　※ 取扱説 明書記 載の締 め付 けトル ク表を 基準に 本締め してく ださ い。

左側 ステー 右側 ステー

右側 ステー

標 準ボ ールマ ウント ：Ｂ－ ７

　　※ ヒッチ メンバ ー取付 後、 エンジ ン始動 してマ フラー との干 渉が ないか 確認し てくだ さい。

Ｍ１ ２ｐ１．２５Ｌ ３５ボ ルト （ｓｗ 、ｐｗ 、ＮＴ 付） Ｍ １２ｐ １．２５ Ｌ３５ ボルト （ｓ ｗ、ｐ ｗ、Ｎ Ｔ付）

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

Ｍ１２ ｐ１．２５Ｌ ３５ボ ルト　 　　　 　９

Ｍ１２ ｐ１．２５ナ ット　 　　　 　　　 　２

Ｍ１２ スプ リング ワッシ ャー　 　　　 　９

Ｍ１２ プレ ートワ ッシャ ー　　 　　　 　９

取付ボ ルト 一式

部品一 覧

脱 着 ピ ン （ Ｒ ピ ン 付 ）

脱 着ピン （Ｒピ ン付）

メンバ ー本体


