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②

①

ミラーベース
　　　　（Ｌ／Ｒ）

ウインカーミラー
　　本体（Ｌ／Ｒ）

各１

各１ ２

４

③

④ エレクトロタップ

接続ハーネス

取付・取扱説明書

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、シーケンシャルウインカーミラーの取付
取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説
明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付･取り扱いいただきますよう
お願いします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

はじめに

取付上の注意事項

●作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を外してください。また、作業終了後にマイナス端子接続後

　オーディオ、ナビゲーション、時計等のリセットアップを行ってください。

●本製品を改造しての取付けは絶対に行わないでください。

●本製品は精密部品のため慎重にお取り扱いください。

●作業を行なう際は、ドアミラーガラスの破損等に十分に注意して作業を行なってください。

●ハーネスを車両に配策する際は、挟み込みや他の部品との干渉等に十分注意してください。

　断線やショートの原因となります。

●部品を取り外す際は、当該車両の修理書に従い、取付説明書の注意事項を守って作業を行なってください。

！ 注意

COPEN

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

警告！

シーケンシャルウインカーミラー

ＬＡ４００Ｋ

ＬＡ８８０Ｋ

車　名 適 応 年 式型　式 品　　番

コペン全車 2012年9月
2002年6月～

2014年6月～

エンジン型式 駆動型式 トランスミッション

２ＷＤ

２ＷＤ

ＣＶＴ/ＭＴ

ＣＶＴ/ＭＴＪＢ-ＤＥＴ

ＫＦ

適応車種
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〒140-0011　東京都品川区東大井1-4-20　TEL:03-5460-4560　FAX:03-5460-7441

●本製品は取付説明書に従って確実に取り付けてください。確実に取り付いていない場合、商品および車両の

　保証は致しかねます。

※組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめ

　ご了承ください。

●本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行なってください。

●車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。

●本製品を改造しての取り付けは絶対に行なわないでください。

８７９０１-Ａ０８０



本製品の取付作業は、下記の事項に注意して、自動車メーカー発行の整備手順書に基づいて行なってください。

●本製品の取付に際して脱着する純正部品は、紛失または傷などが付かないように保管してください。

3.図を参照して、ミラーが剥がれたら、中央付近の

　ビスを外して、ミラーベースを外してください。

4.ミラーベース裏面についているジョイントを外して

　ください。（２ヶ所）

1.車両ドアミラーを車両外側を向けてください。

　※作業性向上のため。

2.図を参照して、ドアミラー本体の外周部分を

　ヒートガン等にてあたためながら、ミラーと裏側の

　ミラー固定ベースの間にヘラ等を差し込み、全周を

　徐々に剥がしてください。

　※一度に剥がそうとするとミラーが破損することが

　　ありますので十分に注意してください。

組み付け作業上の注意

-２-

取付要領

販売店の方へ

！ 注意
●取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。

●落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。

●作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輌が確実に固定されていることを

　確認してから作業を行なってください。

●取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、

　また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分に確認してください。

ヒートガン等で
暖めながら作業
してください。

ミラー

ミラー
固定ベース

ヘラ等を徐々に
差し込み剥がす

ヘラ等
！ 注意

●ヒートガンを使用する際は、火傷に十分に注意して

　作業してください。

外す

外す

スプリング

スペーサー

ビス

ミラーベース

ジョイント

●取り外したビス、スペーサー、スプリング、

　ジョイントは取り付けに使用しますので、

　無くさないようにしてください。

【純正ミラーの取り外し】



ドアトリム

9.図を参照し、インナーフェンダーのクリップを部分的

　に外してください。

10.図を参照して、フロントフェンダーを固定している

　 ボルトを３ヶ所緩めてください。

11.サイドターンランプをフェンダーから外してくださ

　 い。

7.ドアミラーを車両ドアに取り付けて、外したドアミラ

　ーハーネスコネクタとハーネス固定用クランプを復元

　してください。

8.図を参照して、③接続ハーネスをドア内側のドアミラ

　ーハーネスに沿わせるようにして、ドアパネル穴部に

　引き廻してください。

5.ドアミラーベースカバーを外して、ボルトを外し

　ドアミラーを外してください。

6.図を参照して、③接続ハーネスの端子の付いていない

　側をドアミラー内側からドアミラーハーネスに沿わせ

　るように通してください。

1.車両ウインドを閉めてください。

2.ドアミラーを通常の状態に戻してください。

3.車両からドアトリムを外し、スピーカーを外して

　ください。

4.図を参照して、ドアミラーコネクタ、ハーネス固定用

　クランプを外してください。

-３-

●ウインドの開閉時に③接続ハーネスが挟まら

　ないようにウインドレールの裏側から③接続

　ハーネスを引き廻してください。

ハーネス固定用
クランプ

スピーカー

車両ビス

ドアミラー
ハーネス

ドアミラー
ベースカバー

ドアミラー
ハーネス

③接続ハーネス

！ 注意

ドアミラーハーネスに
沿わせてウインドレー
ルの裏側を引き廻す

ドアミラーを
取り付ける

ドアミラーハーネスの
コネクタを接続する

③接続ハーネス

ドアミラーコネクタ

インナーフェンダーの
クリップを外す

フェンダーを固定している
ボルトを外す。(３ヶ所)

サイドターンランプ
　　※外す

<ＮＥＷコペン(ＬＡ４００Ｋ）への取付>
【③接続ハーネスの引き廻し】

ドアパネル
　穴部へ



14.ドアミラー内の③接続ハーネスの遊び量を調整し、

　 余ったハーネスをフロントフェンダー内でまとめて

　 結束バンド等にて固定してください。

15.サイドターンランプをフロントフェンダーに取り付

　 け、緩めてあったフロントフェンダー固定ボルトを 

　 確実に固定してください。

16.インナーフェンダーのクリップを取り付けて

　 固定してください。

13.図を参照して、サイドターンランプのプラス線・

　 マイナス線に③接続ハーネスのプラス線(白線)・

　 マイナス線をそれぞれ④エレクトロタップにて結線

　 してください。

12.図を参照して、③接続ハーネスをドアパネル穴部よ

　 り引き出し、フロントフェンダー後部よりドアヒン 

　 ジの後側を通して、フロントフェンダー内に引き込

　 んでください。

-４-

●④エレクトロタップにて結線後はビニール

　テープ等にて配線を束ねてください。

！ 注意

③接続ハーネス

インナーフェンダーの
クリップを外す

フェンダーを固定している
ボルトを外す。(３ヶ所)

サイドターンランプ
ハーネス

ドアパネル穴部

③接続ハーネス

ドアヒンジ

フロント
フェンダー内へ

フロントフェンダーを
少し浮かせてハーネス
を通す

③接続ハーネス・プラス線
③接続ハーネス・マイナス線

サイドターンランプ
④エレクトロタップ

④エレクトロタップ

※プライヤー等にて
　確実に締め付ける

結束バンド等で
遊びが無いよう
に固定する

17.車両ドア内の③接続ハーネスを遊びが無いように

　 車両ハーネス等に結束バンド等にてこていして

　 ください。



ドアトリム

9.図を参照し、サイドターンランプをフェンダーから

　外してください。

7.ドアミラーを車両ドアに取り付けて、外したドアミラ

　ーハーネスコネクタとハーネス固定用クランプを復元

　してください。

8.図を参照して、③接続ハーネスをドア内側から

　引き廻してください。

5.ドアミラーベースカバーを外して、ボルトを外し

　ドアミラーを外してください。

6.図を参照して、③接続ハーネスの端子の付いていない

　側をドアミラー内側からドアミラーハーネスに沿わせ

　るように通してください。

1.車両ウインドを閉めてください。

2.ドアミラーを通常の状態に戻してください。

3.車両からドアトリムを外し、スピーカーを外して

　ください。

4.図を参照して、ドアミラーコネクタ、ハーネス固定用

　クランプを外してください。

-５-

●ウインドの開閉時に③接続ハーネスが挟まら

　ないようにウインドレールの裏側から③接続

　ハーネスを引き廻してください。

ハーネス固定用
クランプ

スピーカー

車両ビス

ドアミラー
ハーネス

ドアミラー
ベースカバー

ドアミラー
ハーネス

③接続ハーネス

！ 注意

ドアミラーを
取り付ける

ドアミラーコネクタ

サイドターンランプ
　　※外す

<コペン(ＬＡ８８０Ｋ）への取付>
【③接続ハーネスの引き廻し】

③接続ハーネス



13.ドアミラー内の③接続ハーネスの遊び量を調整し、

　 余ったハーネスをフロントフェンダー内でまとめて

　 結束バンド等にて固定してください。

14.サイドターンランプをフロントフェンダーに取り付

　 けてください。

12.図を参照して、サイドターンランプのプラス線・

　 マイナス線に③接続ハーネスのプラス線(白線)・

　 マイナス線をそれぞれ④エレクトロタップにて結線

　 してください。

10.図を参照して、③接続ハーネスをドアパネルより

　 引き出し、ウェザーストリップと車両ドアのを通し

　 て、フロントフェンダー内側に引き込みます。

11.③接続ハーネスを車両ブーツに沿わせて結束バンド

　 等にて固定してください。

-６-

●④エレクトロタップにて結線後はビニール

　テープ等にて配線を束ねてください。

！ 注意サイドターンランプ
ハーネス

③接続ハーネス・プラス線
③接続ハーネス・マイナス線

サイドターンランプ
④エレクトロタップ

④エレクトロタップ

※プライヤー等にて
　確実に締め付ける

ドア内側より

パッキン

ウェザーストリップ

接続ハーネス

フェンダー
裏側へ

結束バンド等

車両ブーツ



4.図を参照して、②ミラーベースの両面テープの

　離型紙を剥がしてください。　　　

5.②ミラーベースに合わせて、①ミラー本体を

　セットし、②ミラーベースの外周をヒートガン等にて

　温めながらミラー本体を徐々に②ミラーベースに　

　はまるようにしてください。

6.①ウインカーミラー本体が②ミラーベースの外周に

　完全に収まったら、両面テープ部をミラーが割れない

　程度に注意しながら圧着してください。

7.作業が終了しましたら、ドアトリムを復元し、

　バッテリーのマイナス端子を接続してください。

2.図を参照して、②ミラーベースのハーネス端子を

　ドアミラー内の③接続ハーネスの端子にプラス・マイ

　ナスを間違えないように接続してください。

3.②ミラーベースを車両ドアミラーにジョイント部と

　穴位置を合わせるようにセットし、既存のビス、

　スペーサー、スプリングにて固定してください。

1.図を参照して、②ミラーベースの裏面に、純正の

　ジョイントを取り付けてください。

-７-

！ 注意
●ヒートガンを使用する際は、火傷に十分に注意して

　作業してください。

スプリングスペーサー

ビス

②ドアミラーベース

●ジョイント部がしっかりと固定されているか

　確認してください。

●③接続ハーネスが②ミラーベースとドア

　ミラーの間に挟みこまれたりしていないことを

　確認してください。

！ 注意

③接続ハーネス

②ミラーベース裏面

ジョイントを
取り付ける

ジョイントを
取り付ける

【①ウインカーミラー本体の取り付け】

ヒートガン等で
暖めながら作業
してください。

①ウインカー
　ミラー本体

②ミラー
　ベース

②ミラーベースの外周
に①ウインカーミラー
本体が収まる様に取り
付けてください。

①ウインカーミラー本体

両面テープの離型紙を
剥がす(３ヶ所)

●ここまでの取り付けができましたら、①ウインカーミラー本体を取り付ける前にバッテリーのマイナス端子

　を取り付けウインカー、ハザードの作動を確認してください。

　作動が確認できましたら、もう一度バッテリーのマイナス端子を外して、残りの作業を行ってください。

アドバイスアドバイス
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