
● 再検査等における部品の取り付け、取り外しに関する手順については、

本書を参考に作業されることを推奨致します。

なお、作業手順については、左欄の上から順番に取り外し手順を示し、

　 右欄の下から取り付け手順を示しております。

● なお、不明な点については、「修理書」を参考にしてください。

● 本書に指示されている部品番号の部品については、ディーラにて購入可能です。

◎この資料の記載内容は2016年2月現在のものです。

◎製品改良に伴い、型式名等、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

中央精機株式会社中央精機株式会社中央精機株式会社中央精機株式会社

＊＊無断転載禁止＊＊
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作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
配管内燃料流出防止作業
　ﾌｨｰﾄﾞ側燃料流出防止作業

　（要領はﾄﾖﾀ殿修理書参照） － －

2
車
両
下

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌﾟﾛﾃｸﾀNO.1取り外し
　ﾅｯﾄ4個を取り外し、
　ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌﾟﾛﾃｸﾀNO.1を取り外す。

6

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌﾟﾛﾃｸﾀNO.1取り付け
　ﾅｯﾄ4個を締め付け
　ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌﾟﾛﾃｸﾀNO.1を取付。
　T=8.0N･m

3
車
両
下

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾜｲﾔ切り離し
　ｺﾈｸﾀｰ2ヶ所を切り離す。

5
ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾜｲﾔ接続
　ｺﾈｸﾀｰ2ヶ所接続した後
　燃料漏れ点検を実施のこと。

4
車
両
下

ﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞ切り離し
　ﾚﾝﾁ(17mm)を使用してﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝ
　ﾁｭｰﾌﾞを切り離す。

4

ﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞ取付
　ﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞを仮付け後、
　ﾚﾝﾁ(17mm)で締め付ける。
　このときﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾟﾅで取付のこと。
　　T=37N･m
　　ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ使用時：T=28N･m

5
車
両
下

ﾌｭｰｴﾙﾒｲﾝﾁｭｰﾌﾞNO.2切り離し
　ﾚﾝﾁ(17mm)でﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞNO.2
　を取り外す。
　このときﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾟﾅで取り外しのこと。

3

ﾌｭｰｴﾙﾒｲﾝﾁｭｰﾌﾞNO.2取付
　ﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾁｭｰﾌﾞNO.2を仮付後
　ﾚﾝﾁ(17mm)で締め付ける。
　このときﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾟﾅで取付のこと。
　　T=37N･m
　　ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ使用時：T=28N･m

6
車
両
下

LPGﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸASSY取り外し
　ﾎﾞﾙﾄ8本、ﾅｯﾄ８個を取り外して
　 車両からﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸを取り外す。

2

LPGﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸASSY取付
　ﾎﾞﾙﾄ8本、ﾅｯﾄ８個で
　ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸを取り付ける。
　　T=62.0N･m

7
ﾀﾝｸ
単
体

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｽﾃｰ取り外し
　ﾎﾞﾙﾄ４本を外し、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｽﾃｰ2個を
　取り外す。

1

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｽﾃｰ取付
　ﾎﾞﾙﾄ４本で、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｽﾃｰ2個
を
　取り付ける。
　　T=68.0N･ｍ

容器取容器取容器取容器取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
取付手順取付手順取付手順取付手順取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順

車両後方

注：配管内に圧力が残っている場合があります。
　　ﾎﾞﾙﾄは徐々に緩めること。
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容器搬送時容器搬送時容器搬送時容器搬送時のののの注意注意注意注意
  ※  ※  ※  ※車両車両車両車両からからからから容器容器容器容器をををを降降降降ろしたろしたろしたろした後後後後はははは、、、、以下以下以下以下にににに注意注意注意注意することすることすることすること。。。。

搬送時 握手を持って搬送すること

WSBWSBWSBWSB((((ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅｲﾅｲﾅｲﾅ))))

ｹｰｽを上に向けて置くこと

容器記号容器記号容器記号容器記号

置く時

注意点注意点注意点注意点

WMEWMEWMEWME・・・・WKMWKMWKMWKM・・・・WLMWLMWLMWLM・・・・WLLWLLWLLWLL
((((ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ・・・・ｾﾄｾﾄｾﾄｾﾄﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ))))

注注注注：：：：ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ、、、、ｺﾈｸﾀｺﾈｸﾀｺﾈｸﾀｺﾈｸﾀがががが破損破損破損破損しないようにすることしないようにすることしないようにすることしないようにすること
　　（　　（　　（　　（写真写真写真写真はははは判判判判りやすくするりやすくするりやすくするりやすくする為為為為、、、、下向下向下向下向きききき置置置置きききき状態状態状態状態））））

上向上向上向上向きききき置置置置きききき
目的目的目的目的：：：：ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽからからからから出出出出てるてるてるてるﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ、、、、
　　　　　　　　　　　　ﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀをををを保護保護保護保護するするするする為為為為

注注注注：：：：ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽ、、、、ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ、、、、ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーーがががが
　　　　　　　　保持具保持具保持具保持具とととと干渉干渉干渉干渉しないことしないことしないことしないこと

目的目的目的目的：：：：ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ下面下面下面下面からからからから出出出出ているているているている
　　　　　　　　　　　　　　　　部品部品部品部品をををを保護保護保護保護するするするする為為為為

容器保持具
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作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｶﾊﾞｰRH取り外し
　ﾎﾞﾙﾄ2本及びﾅｯﾄ2個を外して、
　ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｶﾊﾞｰNO.2を取り外す。

4

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｶﾊﾞｰRH取付
　ﾎﾞﾙﾄ2本及びﾅｯﾄ2個を取付、
　ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｶﾊﾞｰNO.2を取付。
　　T=12.0N･m

2
ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ取り外し
　ﾎﾞﾙﾄ３本を外し、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞ
　ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰを取り外す。

3

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ取付
　ﾎﾞﾙﾄ３本で、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞ
　ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰを取り付ける。
　　T=12.0N･m

3
ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ取り外し
　ﾎﾞﾙﾄ４本を外して、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞ
　ｶﾊﾞｰを取り外す。

2

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ取付
　ﾎﾞﾙﾄ４本で、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞ
　ｶﾊﾞｰを取り付ける。
　　T=12.0N･ｍ

4

ﾌｭｰｴﾙｹﾞｰｼﾞﾜｲﾔ取り外し
　①ｺﾈｸﾀを切り離す
　②ﾎﾞﾙﾄを外してブラケットを切り離す。
　③ｽｸﾘｭ2本を外して,ﾌｭｰｴﾙｹﾞｰｼﾞﾜｲﾔ
　　を取り外す。

1

ﾌｭｰｴﾙｹﾞｰｼﾞﾜｲﾔ取付
　①ｽｸﾘｭ2本を取付,
　　　ﾌｭｰｴﾙｹﾞｰｼﾞﾜｲﾔを取付。
　②ﾎﾞﾙﾄでブラケットを取付。
　　　T=12.0N･m
　③ｺﾈｸﾀを取り付ける

ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー類取類取類取類取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
取付手順取付手順取付手順取付手順取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順

注：取り付けの際は、下段の図及び
　　　【ﾊﾝﾄﾞﾙの仕様違いについて：
         ﾒｲﾝ、ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞﾙ】を参照下さい。

注注注注1111

・ﾊﾝﾄﾞﾙの回転性を確保するために、ﾊﾝﾄﾞﾙを組み付けるｶﾊﾞｰを容器に組み付ける際に
　ｹｰｽの穴とﾊﾞﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ中心の芯あわせをして組み付けをしてください。（ﾒｲﾝ、ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞﾙとも同様です。）

53.753.753.753.7

2-φ62-φ62-φ62-φ6φ35φ35φ35φ35

ﾎﾞﾙﾄ：91651-40820

ﾎﾞﾙﾄ：91651-40820

ﾎﾞﾙﾄ：91651-40820

ﾅｯﾄ：90179-08241

ｶﾊﾞｰを容器にセットし、ｶﾊﾞｰ穴と
ﾊﾞﾙﾌﾞ中心が一致するようにｶﾊﾞｰ
位置を合わせる。

ｶﾊﾞｰをﾎﾞﾙﾄで固定する ﾊﾝﾄﾞﾙをﾎﾞﾙﾄで固定する

(※写真はWMEですが、関係は同じです)
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77611-25130

77616-25020

ﾅｯﾄ(M8)
90179-08241

ﾎﾞﾙﾄ(M8x20)
91651-40820

77605-25020

ﾎﾞﾙﾄ(M8x20)
91651-40820

ﾎﾞﾙﾄ(M8x20)
91651-40820

ﾎﾞﾙﾄ (M8x20)
91651-40820

ﾅｯﾄ (M8)
90179-08241
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作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
安全弁のﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ2個を外す。
ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾈｸﾀとﾊｰﾈｽを外す。

4

安全弁のﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ2個を取り付ける。
ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾈｸﾀとﾊｰﾈｽを接続する。

2

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ(19mm)を用いて、
ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞからﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞを外す。

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ(17mm)を用いて、
ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞからﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞを外す。

3

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ(19mm)を用いて、
ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞとﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞを取り付ける。
 T=43N・m

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ(17mm)を用いて、
ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞとﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞを取り付ける。
 T=23N・m

3

(1)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼﾊﾞﾙﾌﾞのボルト
   2本を取り外す。
(2)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌｭｰｴﾙ
    ﾁｭｰﾌﾞ及びﾊｰﾈｽのｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
    を取り外す。
(3)ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾈｸﾀをLPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ
   BRKTから外す。
(4)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾊﾞﾙﾌﾞ、
    ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞのｱｯｾﾝﾌﾞﾘを外す。

2

(1)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼﾊﾞﾙﾌﾞ及びﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ
　　のｱｯｾﾝﾌﾞﾘを取付けてﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾘﾀｰﾝ
    ﾊﾞﾙﾌﾞとﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞを仮締めする
    ﾊｰﾈｽは配管と容器の間を通すこと。
(2)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾎﾞﾙﾄ２本、
　　ｱﾀﾞﾌﾟﾀ用ﾎﾞﾙﾄ２本を締め付ける
　　T=12.0N･m
(3)ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾈｸﾀをLPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰBRKT
　　に差し込む。

4
ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ（8mm)を用いて、6本
のﾎﾞﾙﾄを外し、ﾎﾟﾝﾌﾟとO-ﾘﾝｸﾞ
を取り外す

1

(1)新品のｶﾞｽｹｯﾄをタンクに取り付ける
(2)ﾎﾟﾝﾌﾟを取り付けてｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ
    (8mm)を用いて、ﾛｰﾚｯﾄ付ﾎﾞﾙﾄ6本で
    ﾎﾟﾝﾌﾟを締め付ける。T=17N･m

作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ（6mm)を用いて、4本
のﾎﾞﾙﾄを外し、ﾊﾞﾙﾌﾞを取り外す

1

ｼﾘｺﾝｵｲﾙを塗布した新品Oﾘﾝｸﾞをﾊﾞﾙﾌﾞに
取り付け、ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ（6mm)を用い
て、4本のﾛｰﾚｯﾄ付ﾎﾞﾙﾄを取り付ける
T=8.5N・m
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取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順

ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ASSYASSYASSYASSY取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順

ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚部部部部バルブバルブバルブバルブ取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業

ｶﾞｽｹｯﾄ：77169-25020
ﾎﾞﾙﾄ：77645-25030(ﾛｰﾚｯﾄ付)

ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙

ﾎﾞﾙﾄ：91651-40820

ローレット付

ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

Oﾘﾝ ﾎﾞﾙﾄ：77644-25010

ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

注1：指定のﾎﾞﾙﾄを必ず使用する事
注2：ｶﾞｽｹｯﾄ取付け部に異物を混入させない
注3：取り付けの際は、
　  　【ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗﾝｼﾞの識別方法について】
　  　を参照下さい。

注：Oﾘﾝｸﾞ取付け部に異物を混入させない

注：ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ接続部に異物を混入させない
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82414-43010
 BRKT除く

77251-43120

23070-75011

77169-25020

77177-25040

77177-25040

●Oﾘﾝｸﾞ
77177-25040

●Oﾘﾝｸﾞ
77177-25040

ﾌｭｰｴﾙﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞASSY
23480-75011ﾌｭｰｴﾙﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞASSY

23070-75011

ﾎﾞﾙﾄ (M6x12ローレット付)
77644-25010

ﾎﾞﾙﾄ (M6x12ローレット付)
77644-25010

VALVEVALVEVALVEVALVE,,,,FUEL CHECKFUEL CHECKFUEL CHECKFUEL CHECK：：：：23769237692376923769----75010750107501075010　（　（　（　（2222個使個使個使個使いいいい））））

ﾎﾟﾝﾌﾟを取り出すと、容器側に2ヶ所赤茶色の
ｺﾞﾑ部品がｾｯﾄされております。
耐圧試験後の内部乾燥等で熱をかける場合は、
これを取り外してから試験ください。
取り外す場合は、ペンチ等で白色の樹脂の壁部分をはさみ、
引き抜くように取り外しください。
試験後、新品部品の方向を間違えずに、
確実にはめ込みください。

ＡＡＡＡ方向方向方向方向

ＢＢＢＢ方向方向方向方向

ＢＢＢＢ方向方向方向方向

ＡＡＡＡ方向方向方向方向

ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟASSY

ﾎﾞﾙﾄ (M6x8 ﾛｰﾚｯﾄ付)
77645-43020

ﾎﾞﾙﾄ(M8x20 ﾛｰﾚｯﾄ付)
77645-25030

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾜｲﾔ

注：ﾎﾟﾝﾌﾟの固定に用いるﾎﾞﾙﾄは,
     必ず指定ﾎﾞﾙﾄを使用下さい。

ﾎﾞﾙﾄ　(M8x18)
77645-25020

ﾎﾞﾙﾄ (M8x20)
77645-25030

ﾛｰﾚｯﾄ付

ﾛｰﾚｯﾄ無
ｶﾞｽｹｯﾄが容器取り付け部にしっかりと
配置された状態で、部品を固定してください。

77644-25010
(M6x12ローレット付)

77645-25030
(M8x20ローレット付)

ﾎﾟﾝﾌﾟ部に使用するﾎﾞﾙﾄ種類



作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1

ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁを使用してﾎﾞﾙﾄ4本
を外し、ﾌｭｰｴﾙﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾄを
取り外す。
Ｏﾘﾝｸﾞを取り外す。

1

(1)新品のOﾘﾝｸﾞを容器取り付け部に
　　取り付ける。
(2)ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ(8mm)で、ﾎﾞﾙﾄ４本で
ﾌｭｰｴﾙﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞを取り付ける。
　　　T=17N･m

 
 
 

取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順

ﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾞ゙゙゙ｰﾊｰﾊｰﾊｰﾊﾟ゚゚゚ｾﾊｾﾊｾﾊｾﾊﾟ゚゚゚ﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙((((安全弁安全弁安全弁安全弁))))のののの取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業

10ページ

ボルト (M8x18)
77645-25020

　

注1：Oﾘﾝｸﾞ取付け部に異物を混入させない
注2：取り付けの際は、
　　　【ﾌｭｰｴﾙﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(安全弁)
       の識別方法について】を参照下さい

ﾎﾞﾙﾄ：77645-25020
(M8x18)

Oﾘﾝｸﾞが容器取り付け部にしっかりと
配置された状態で、部品を固定してください。

77177-25010
●O-リング

ﾌｭｰｴﾙﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾄ　ﾊﾞﾙﾌﾞ
　　　　　77018-25160



作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1

ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁを使用して、ﾎﾞﾙﾄ4本
を外し、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞｰﾌｨﾙﾁｪｯｸ
を取り外す。
Ｏﾘﾝｸﾞを取り外す。

10 1

(1)新品のOﾘﾝｸﾞをﾀﾝｸ取付部に取付ける。
(2)ｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ(8mm)を用いて、ﾎﾞﾙﾄ4本
でﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞｰﾌｨﾙﾁｪｯｸを取り付ける。
　　T=17N･m

取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順
ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ　　　　ｵｰﾊｵｰﾊｵｰﾊｵｰﾊﾞ゙゙゙ｰﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊｰﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊｰﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊｰﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙((((過防弁過防弁過防弁過防弁) ) ) ) 取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
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Oﾘﾝｸﾞ：77177-25010
ﾎﾞﾙﾄ：77645-25020

注1：Oﾘﾝｸﾞ取付け部に異物を混入させない
注2：取付の際は、
　　　【過充てん防止装置の組付時の注意点について】
　　　及び【ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ　ｵｰﾊﾞｰﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ(過防弁)
　　　の識別方法について】 を参照下さい。

ﾎﾞﾙﾄ：77645-25020
(M8x18)

Oﾘﾝｸﾞが容器取り付け部にしっかりと
配置された状態で、部品を固定してください。
 *容器を立てて作業することを推奨します*

ﾎﾞﾙﾄ (M8x18)
77645-25020

77177-25010

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ ｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ
77390-25010



作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
ﾎﾞﾙﾄ４本を外し、ﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞ
ASSYを取り外す。
ｶﾞｽｹｯﾄを取り外す。

1

フューエルセンダゲージに刻印
されている「201W」と、
バランサー形状「丸形」を確認の上
新品のｶﾞｽｹｯﾄを介して、ﾎﾞﾙﾄ4本で
ﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞを取り付ける。
T=17N･m

ﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾞ゙゙゙ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順
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90430-42106

ﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞASSY
83320-25110

ｶﾞｽｹｯﾄ：90430-42106
ﾎﾞﾙﾄ：91611-60825

注1：ｶﾞｽｹｯﾄ取付け部に異物を混入させない。
注2：取り付けの際は、
　　　【ﾌｭｰｴﾙｹﾞｰｼﾞの識別方法について】
　　　を参照下さい。

ﾎﾞﾙﾄ (M8x25)
91611-60825

ｶﾞｽｹｯﾄﾞが容器取り付け部にしっかりと
配置された状態で、部品を固定してください。

丸型形状

ﾎﾞﾙﾄ (M8x25)
91611-60825

車種刻印



作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

1
ﾌｨﾙﾀﾎﾞｰﾙのﾎﾞﾙﾄを4本取り外し、
ﾌｨﾙﾀﾎﾞｰﾙとO-ﾘﾝｸﾞを取り外す。

2
O-ﾘﾝｸﾞとﾌｨﾙﾀﾎﾞｰﾙを取り付け、
ﾎﾞﾙﾄ4本で締め付ける。
   T=7.1N・m

2

ﾌｨﾙﾀ固定用ﾅｯﾄ1個を取り外し、
・ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾟﾚｰﾄ、
・ﾌｨﾙﾀｶﾞｽｹｯﾄ2枚、
・ｴﾚﾒﾝﾄ　を取り外す。

1

図示通りの順序で
・ﾌｨﾙﾀｶﾞｽｹｯﾄ2枚、
・ｴﾚﾒﾝﾄ
・ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾟﾚｰﾄ、
  を取り付けﾅｯﾄを締め付ける。
   T=1.3N・m

高圧高圧高圧高圧ﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀﾌｨﾙﾀ取取取取りりりり外外外外しししし,,,,取付作業取付作業取付作業取付作業
取取取取りりりり外外外外しししし手順手順手順手順 取付手順取付手順取付手順取付手順

23413-75010

23413-75010

23414-75010

21611-22010

90079-60027

LPG FILTER ELEMENT KIT

注：ｴﾚﾒﾝﾄに異物を付着させないﾅｯﾄ
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1

(1)①ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ、②ﾎﾟﾝﾌﾟASSY
   ③ﾌｭｰｴﾙｶﾞｽﾃﾝﾊﾟﾗﾁｬｾﾝｻ(安全弁)
   ④ﾌｭｰｴﾙｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞ
   ⑤ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ
   が容器に確実に取り付いている事を
   確認する。
(2)ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞが閉じている
　 事を確認する。

2

(1)容器を反転し、ﾎﾟﾝﾌﾟ取付け面
    を下へ向ける。
(2)加圧用ﾎｰｽをﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙ
　　ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞに接続してﾊﾞﾙﾌﾞを開く。
(3)加圧ﾎｰｽから圧力を徐々に加える。
    (加圧力：0.06MPa)
(4)ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ取り付け部の
   気密確認を行う。

3

(1)更に圧力を徐々に加える。
　　(加圧力：2.28MPa)
(2)容器本体、付属品取り付け部及び
　　ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞﾞ取り付け部
　　の気密確認を行う。

4

(1)ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞが閉じてる
    ことを確認する。
(2)LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾊﾞﾙﾌﾞ及びｱﾀﾞﾌﾟﾀ側
　　から徐々に加圧する。
    (加圧力：3.9MPa)
(3)配管接続部の気密確認を行う。
(4)加圧力を2.28MPaに変更する。
(5)ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞを開く。
(6)ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ取り付け部の
　　気密確認を行う。

5

(1)気密確認が終わったら、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸ
   ｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを開き、
   ﾀﾝｸ内の圧力を除去する。
(2)ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞに
    除圧用ﾎｰｽを接続する。
(3)ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを
　　開き、真空引きを行う。
   (真空度：-0.08MPa以上)

容器本体 気密確認作業容器本体 気密確認作業容器本体 気密確認作業容器本体 気密確認作業

　　　　配管接続部配管接続部配管接続部配管接続部　　　　気密確認作業気密確認作業気密確認作業気密確認作業
作業手順作業手順作業手順作業手順

作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

作業補助図作業補助図作業補助図作業補助図

作業手順作業手順作業手順作業手順

除圧用ﾎｰｽ

加圧用加圧用加圧用加圧用
ﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽ

ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙取取取取りりりり付付付付けけけけ部部部部

【ﾎﾟﾝﾌﾟ取付手順】に従い取り付けが
完了してからの作業を示す
（3の続き・ﾀﾝｸ内圧が加わった状態）

加圧

ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ

※※※※矢印矢印矢印矢印はははは付属品取付属品取付属品取付属品取りりりり付付付付けけけけ部部部部をををを示示示示すすすす

ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙

注1：ﾎﾟﾝﾌﾟ取付け面が上方を向いてるとﾌｭｰｴﾙ
　　ﾀﾝｸｵｰﾊﾞﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞが作動し
　　加圧出来ない恐れがあります。

①①①①

⑤⑤⑤⑤

②②②②

③③③③

ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙

ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙

④④④④

LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾊﾞﾙﾌﾞ及びｱﾀﾞﾌﾟﾀの
配管先端部ﾈｼﾞ形状(M14xP1.5)

加圧

LPGｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾊﾞﾙﾌﾞ

ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

注2：容器を反転させる際は、容器本体及び
　　　部品への傷付きに注意すること。

注1：ﾊｰﾈｽ（ﾅｯﾄ）は外さずにﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗﾝｼﾞのﾊｰﾈｽ結線部の
　　　気密を確認すること（樹脂ｷｬｯﾌﾟは外すこと）
注2：気密試験後に樹脂ｷｬｯﾌﾟを写真のように取り付けること
　　　・結線部の端子同士を接触させないこと
　　　・ねじﾄﾙｸ 4N・ｍ
　ﾅｯﾄの緩み、端子接触により、結線部が発熱し
　ｶﾞｽ漏れを起こす恐れがあります

注1：指定圧力以上の加圧は行わないで下さい。
　　 部品が破損する恐れがあります。
注2：気密確認の際、ﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀを接続して
　　　から実施して下さい。
注3：気密確認後は、付属品及び容器本体に付着した
　　　水分を確実に除去してください。
　　　腐食や故障をする恐れがあります。

注：指定圧力以上の加圧は行わないで下さい。
　　部品が破損する恐れがあります。

ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙取取取取りりりり付付付付けけけけ部部部部

  ﾘﾀｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ取り付け部の気密確認については
 当作業での気密確認を合わせて実施下さい。
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ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ、、、、ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ（（（（赤色赤色赤色赤色））））のののの相違相違相違相違

再検査時再検査時再検査時再検査時のののの注意点注意点注意点注意点

・・・・再検査再検査再検査再検査ｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄにににに現行現行現行現行ﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚ののののﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹととととｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄがががが入入入入っていますのでそちらをっていますのでそちらをっていますのでそちらをっていますのでそちらを使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい。。。。

・・・・ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ、、、、ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙのののの切替切替切替切替はははは、、、、容器番号容器番号容器番号容器番号580580580580番付近番付近番付近番付近よりよりよりより以前以前以前以前はははは旧旧旧旧ﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚でででで、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降はははは現行現行現行現行ﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚になりますになりますになりますになります。。。。

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙのののの仕様違仕様違仕様違仕様違いについていについていについていについて：：：：ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ、、、、ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

旧旧旧旧ﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚

現行現行現行現行ﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚

ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ
ﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝ
ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
（（（（赤色赤色赤色赤色））））

77645-4304077645-4304077645-4304077645-43040
ボルトボルトボルトボルト 77152-4302077152-4302077152-4302077152-43020

ジョイントジョイントジョイントジョイント

旧旧旧旧ねじねじねじねじ

旧旧旧旧ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄｮｲﾝﾄ
旧旧旧旧ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

補給補給補給補給ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙にににに、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ
組組組組まれていますまれていますまれていますまれています。。。。

77720-2501177720-2501177720-2501177720-25011
ハンドルハンドルハンドルハンドルASSYASSYASSYASSY
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ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙のののの識別方法識別方法識別方法識別方法についてについてについてについて

WMEWMEWMEWME((((ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ)))) WKMWKMWKMWKM((((ｾﾄｾﾄｾﾄｾﾄﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ)))) WSBWSBWSBWSB((((ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅｲﾅｲﾅｲﾅ))))

77020-4303077020-4303077020-4303077020-43030 17904 VT51A17904 VT51A17904 VT51A17904 VT51A 77020-2502077020-2502077020-2502077020-25020

車種車種車種車種ｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌﾟ゚゚゚ ＷＭＥＷＭＥＷＭＥＷＭＥ ＷＫＭＷＫＭＷＫＭＷＫＭ ＷＳＢＷＳＢＷＳＢＷＳＢ

逆止弁高逆止弁高逆止弁高逆止弁高ささささ

容器記号容器記号容器記号容器記号

部品品番部品品番部品品番部品品番

識別識別識別識別
方法方法方法方法
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容器記号容器記号容器記号容器記号とととと同同同同じじじじ記号記号記号記号ががががｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌﾟ゚゚゚されていますされていますされていますされています。。。。

容器容器容器容器によりによりによりにより、、、、逆止弁逆止弁逆止弁逆止弁のののの高高高高さがさがさがさが異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

約約約約200200200200mmmmmmmm 約約約約180180180180mmmmmmmm 約約約約135135135135mmmmmmmm

スタンプスタンプスタンプスタンプ位置位置位置位置

逆止弁逆止弁逆止弁逆止弁
高高高高ささささ

プレート
上面



ﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾌｭｰｴﾙﾍﾞ゙゙゙ｰﾊｰﾊｰﾊｰﾊﾟ゚゚゚ｾﾊｾﾊｾﾊｾﾊﾟ゚゚゚ﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾚｰﾄﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙((((安全弁安全弁安全弁安全弁))))のののの識別方法識別方法識別方法識別方法についてについてについてについて

WMEWMEWMEWME((((ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ)))) WKMWKMWKMWKM((((ｾﾄｾﾄｾﾄｾﾄﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ)))) WSBWSBWSBWSB((((ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅｲﾅｲﾅｲﾅ))))

77018-4302077018-4302077018-4302077018-43020 17904 VT42A17904 VT42A17904 VT42A17904 VT42A 77018-2516077018-2516077018-2516077018-25160

ｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰ
取付方向取付方向取付方向取付方向

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚曲曲曲曲げげげげ方向方向方向方向とととと同同同同じじじじ向向向向きききき
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容器記号容器記号容器記号容器記号

部品番号部品番号部品番号部品番号

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚曲曲曲曲げげげげ方向方向方向方向とととと異異異異なるなるなるなる向向向向きききき

ﾊﾟｲﾌﾟ曲げ方向とｾﾝｻｰの向き
が同じﾊﾟｲﾌﾟ曲げ方向とｾﾝｻｰの向き

が異なる

識別方法識別方法識別方法識別方法



ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｵｰﾊﾞ゙゙゙ﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾌｨﾙﾁｪｯｸﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙((((過防弁過防弁過防弁過防弁))))のののの識別方法識別方法識別方法識別方法についてについてについてについて
WMEWMEWMEWME((((ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ)))) WKMWKMWKMWKM((((ｾﾄｾﾄｾﾄｾﾄﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ)))) WSBWSBWSBWSB((((ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅｲﾅｲﾅｲﾅ)))) WLMWLMWLMWLM,,,,WLLWLLWLLWLL((((旧旧旧旧ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ))))

77390-4301177390-4301177390-4301177390-43011 17920-VT40A17920-VT40A17920-VT40A17920-VT40A 77390-2501077390-2501077390-2501077390-25010 77390-3006077390-3006077390-3006077390-30060

MV-F126MV-F126MV-F126MV-F126 MV-F136MV-F136MV-F136MV-F136 MV-F125MV-F125MV-F125MV-F125 MVF100MVF100MVF100MVF100
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ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙記号記号記号記号のののの刻印刻印刻印刻印がありますがありますがありますがあります。。。。

容器記号容器記号容器記号容器記号

部品番号部品番号部品番号部品番号

刻印刻印刻印刻印

識別方法識別方法識別方法識別方法



ﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙のののの識別方法識別方法識別方法識別方法についてについてについてについて

WMEWMEWMEWME((((ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ)))) WKMWKMWKMWKM((((ｾﾄｾﾄｾﾄｾﾄﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ)))) WSBWSBWSBWSB((((ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｲﾅｲﾅｲﾅｲﾅ))))
WLM,WLLWLM,WLLWLM,WLLWLM,WLL

((((旧旧旧旧ｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄｺﾝﾌｫｰﾄ))))

83320-4304283320-4304283320-4304283320-43042 25060 VT40A25060 VT40A25060 VT40A25060 VT40A 83320-2511083320-2511083320-2511083320-25110 83320-4301083320-4301083320-4301083320-43010

車種刻印車種刻印車種刻印車種刻印 404W404W404W404W Y31Y31Y31Y31 201W201W201W201W 059W059W059W059W

ｱｰﾑﾊｱｰﾑﾊｱｰﾑﾊｱｰﾑﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰ 角型角型角型角型ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰ
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ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙部部部部にににに、、、、車種刻印車種刻印車種刻印車種刻印がありますがありますがありますがあります。。。。

ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾌﾛｰﾄｱｰﾑ先端先端先端先端ののののﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰ（（（（おもりおもりおもりおもり））））形状形状形状形状がががが、、、、WMEWMEWMEWME用用用用はははは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

円柱型円柱型円柱型円柱型ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰ

容器記号容器記号容器記号容器記号

部品品番部品品番部品品番部品品番

識別識別識別識別
方法方法方法方法

刻印部位刻印部位刻印部位刻印部位

ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰﾗﾝｻｰ
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