ジムニー／ジムニーシエラ用 シートカバー（1台分）
弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

装着前に必ずお読み下さい

・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。
・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義
本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。
警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

参考

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告
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10HR

●本品は取付可能な適合車種が決まっています。

Step 1
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・シートカバー4席分 ・ヘラ

5

20HR

11

内容物の確認

1

10HR

フロントシートの装着方法

シートのラインに合わせてカバーをかぶ
せます。

固定部材とその前後の生地を入れ込ん
だ後の図です。
※内側面に関しては固定がございませ
ん。

2

6

背もたれと座面の隙間に生地を入れ込
みます。
背もたれの角度を調節して、入れ込みや
すい角度で作業を行って下さい。

カバー両側付け根の小さい生地を、
シー
トの軸部分の隙間に入れ込みます。

3 入れ込んだ生地を背面側から引き出しま

4

7 カバー前側に付いているベルトを、シー

8 背面に通したベルトと手順３番で引き出

3 入れ込んだ生地を背面側から引き出しま

4 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座

す。

ト裏から背面側へ通します。
この時、
スライドレバーや配線の上を通
すようにして下さい。

カバーの外側面に付いている固定部材
を、ヘラ等を使用して、
シートとプラスチ
ックカバーの隙間に入れ込みます。
この時、固定部材前後の生地も一緒に入
れ込むようにして下さい。

した生地に付いているバックルを固定し
ます。詳しい固定方法は手順９番を参照
して下さい。

②

③
①

9

ベルトの通し方は、図の①〜③の順番に
ベルトをバックルに通し、引く事でベルト
が締り固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れ
がありますのでご注意下さい。

Step 2

1

10

カバーのラインを整えて、
１列目運転席
座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

１列目運転席背もたれの装着方法

カバー背面のファスナーを開け、
シート
全体にカバーをかぶせます。

2

背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み
ます。

す。

を取り出します。

①

③
②

5

9

カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①〜③の手順で、
カバーの
上から下に向かってシワを寄せ、寄せた
生地を手順３番と同様に背面から引き出
します。

6

生地を内に寄せながら、
ファスナーを閉
めます。

7

ファスナーの端の余っている部分は、
カ
バーの中に入れ込んで下さい。

8

カバーのラインを整えて、
１列目運転席
背もたれの完成です。助手席側も同様
に取り付けます。

Step 3

２列目座面の装着方法

②付け根を斜め内側持ち上げる

ツメ

①背もたれ側に押し込む

簡易図
ツメの受け側

ロック解除ボタン

1 ２列目の座面はシートを外し、車外で取

2 シート裏の付け根に２つのカプラーが繋

3 シートの付け根は、フックによって固定

4

5

6 カバーをシートのラインに合わせます。

7 シート全体にカバーをかぶせます。

8

11 シートベルトバックル部分の生地を馴染

12

り付けを行います。
図のように、
シート裏前側の２箇所にツ
メがある為、
ツメ付近を手で持ち上げる
事でシートの前側の固定が外れます。

9

手順３番で引き出した生地に付いている
マジックテープと、
カバー背面下部の生
地裏に付いているマジックテープを固定
します。

シートが車体から外れたら、車外の広い
場所へ運びカバーを取り付けていきま
す。

カバーの左右から出ているひもを結び
留めます。

Step 4

がっているので、
カプラーを外します。
カプラーは下側のロック解除ボタンを押
し手前に引く事で外れます。

10

ベルトとひもを固定した後の図です。
カバーにたるみやしわがある際はカバー
をシートに馴染ませた後に、もう一度固
定し直して下さい。

されているので、固定を外します。
固定の外し方は手順４番を参照して下さ
い。

ませます。

一度シートを背もたれ側へ押し込み、押
し込んだ状態で付け根側を斜め内側に
持ち上げる事で、
フックの引っ掛かりが
外れ、
シートの固定が外れます。

シートを裏返し、
カバー前後のベルトを
固定します。
ベルトの固定方法は、step1手順９番を
参照して下さい。

カバーのラインを整えて、
２列目座面の
完成です。
シートは背もたれのカバー装着完了後
に車体へ戻します。

２列目分割型背もたれ（運転席）の装着方法

※バックボードを取り外すと作業は行いやすくなりますが外す際に破損の恐れがある為、バックボードを外さずにカバーの装着を行います。

1

始めに、
カバー装着前にラゲッジボック
スを外します。

2

シート全体にカバーをかぶせます。

3

カバーの加工穴から、ヘッドレストの台
座を取り出します。

4

カバー裏側の上部の生地に付いている
２ヶ所のマジックテープを、
シートとバッ
クボードの隙間に入れ込み、
シートに直
接貼り付け固定します。

5

9

背面上部のコーナー部分をシートとボ
ードの隙間に入れ込みます。

カバーの左右に３ヶ所ずつ
（計６ヶ所）付
いているマジックテープを、手順４番と
同様にして、
シートに直接貼り付け固定
します。

Step 5

6

カバー下部の生地を背面側に回します。

10 シート肩口にあるリクライニングレバー

等とカバーの加工穴が合っている事を
確認します。
穴位置が合っていない場合は、
カバーを
シートに馴染ませながら合わせていきま
す。

7

入れ込んだ生地を背面側から引き出しま
す。

11 カバーのラインを整えて、２列目運転席
側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

8

12

引き出した生地に付いているマジックテ
ープをシートに直接貼り付けて固定しま
す。
カバーの端とボードの端が合うぐらいが
丁度良い位置になります。

座面を外した時と逆の手順で戻すと、
２
列目の完成です。

ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレスト

1

カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの
先端がきっちり合うようにカバーをかぶ
せます。

2

カバーを均等にずらしていき、ヘッドレス
ト全体にかぶせます。

3

ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を
貼り合わせて固定します。

4

ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固
定します。
プラスチックフックの固定方法は手順５
番を参照して下さい。

2列目ヘッドレスト
折り返す

5

9

フックはカギ状になっているプラスチッ
クに板状のプラスチックを、生地と共に
折り返して挟み込み固定します。

ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を
貼り合わせて固定します。

6 カバーのラインを整えて、１列目ヘッドレ

7

10 ヘッドレスト裏のプラスチックフックを固

11

ストの完成です。

定します。
プラスチックフックの固定方法は手順５
番を参照して下さい。

カバーをヘッドレスト下部から上部へ向
かってかぶせます。

カバーのラインを整えて、
２列目ヘッドレ
ストの完成です。

完成図

１列目

２列目

２列目背面

8

カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

