スズキジムニー JB64,JB74 用

リアラダー取付説明書

品番：3620-14

※当製品はスズキジムニーJB64,JB74用です。併用可能なスペタイヤサイズは185/85R16
（外径720mm程度）までとなります。
※This part is for the right side of Jimny Sierra JB74ʼs rear gate. Spare tire outer diameter up to about 720mm can be used in combination.
製品付属品一覧 / All components
イメージ / drawing
Top

部品名 / discription

ボルト穴と端までが狭い方が上側
Narrow side goes to top.
※Distance between screw hole
and ladder end.

※上下の向きに注意
Attention to the top and bottom.

Bottom

センターラダー
Center ladder

アッパーブラケット（左右）
Upper bracket（L/R）

ロアブラケット
Lower bracket

Lx1 Rx1

1

数 /qty

半ネジキャップボルト
Half screw cap head bolt

M8 x L35

キャップボルト
Cap head bolt

10

M8

平ワッシャー
Flat washer

14

M8

スプリングワッシャー（SPワッシャー）
Spring washer

12

M8

ナット
Nut

12

1

1

部品名 / discription

M8 x L40

T=10mm

ロアラダー
Lower ladder

R
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ボルト穴と端までが広い方が下側
Wide side goes to bottom.
※Distance between screw hole
and ladder end.

アッパーラダー
Upper ladder

L

数 /qty

2

ウレタンスペーサー
Urethane spacer

2

滑り止めメタルシート
Non-slip metal sheet

1

傷防止 ゴムシート
Rubber sheet

1

Apio Incorporated sticker

1

※カットしてお使い下さい。
Please cut and use.

アッパーブラケットの右をリアゲート右端に合わせて装着する。
Fit the right edge of the upper bracket to the right edge
of the rear gate.

取り付け手順 / Mounting instructions

M8 x L40

アッパーブラケット
Upper bracket

L

アッパーラダー
Upper ladder

R

M8 x L35

左右注意！
Attention to the Left and Right.

2. アッパーラダー、センターラダー、ロアラダーを固定し
ます。
Please ﬁx the upper ladder, center ladder and
lower ladder.

3. アッパーブラケットとロアブラケットをラダー本体に仮
固定します。
Please temporary ﬁxing the upper and lower
brackets to the ladder.

M8 x L35

ウレタンスペーサーは、ロ
アラダーとロアブラケット
の間に入れます。
ウレタンスペーサーが密着
するくらいテンションを掛
けて下さい。
The urethane spacer is
inserted between the
lower ladder and the
lower bracket.
Tighten with a force that
the urethane spacer
make close contact.

1. 傷防止のゴムシートをカットし、アッパーブラケット、
ロアブラケット内面（ゲートと接触する面）に貼り付け
ます。
Please cut the scratchproof rubber sheet.
Stick on the inside of the upper and lower
brackets.

ロアラダー
Lower ladder

センターラダー
Center ladder

5. アッパーブラケットとロアブラケットを本締めして作業
完了です。
最初にリアゲートを開閉するときに上下ともボディーと
の干渉がないか確認してからご使用下さい。
Please ﬁxing the upper and lower brackets is
complete.
Make sure that there is no interference with the
body when opening and closing the rear gate.

ウレタンスペーサー
Urethane spacer

ロアブラケット
Lower bracket

M8 x L35

滑り止めのメタルシートは最も下側のステッブ部に貼ります。
Stick a Non-slip sheet to the bottom step.

4. 組んだラダーを車体リアゲートに掛けます。
アッパーブラケット右端をリアゲート右端に合わせて下
さい。
Please hang the assembled ladder on the Jimnyʼs
rear gate.
Align the right edge of the upper bracket to the
right edge of the rear gate.

※ 定期的にボルトに緩みがないか確認して下さい。
Please check regularly for loose bolts.

