LED

この度は、LED ライトシステムをお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
取扱説明書の内容につきまして不明な点などがありましたら、お買い求めの販売店に問い合わせいただきご理解のうえ使用してください。
お読みになった後は、いつでもご使用できるように大切に保管してください。
保証について 自家用乗用車（商用車※１･改造車を除く）において製品の改造等を行わず正規装着･通常装着で、保証書の製品保証規定条件を満たした場合に商品の代替えを致します。
（取付工賃及び交通費などの作業付帯費用、交通事故及び天災による破損･損害の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください）

― Exclusive Kit ―

※1.商用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。

■必ず、下記「警告」
・
「注意」事項をお読みになりご使用下さい。

警告 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。

FIAT500 専用

注意 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

LED ヘッドライトキット

警告

●ライト点灯時及び消灯直後はライトが大変高温になっており、火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
●ライト点灯時はライトを直視しないでください。目が痛くなったり、視力傷害の原因となります。
●車両事故などにより、ライトの破損、コードが断線、コネクターが外れている等の場合に、ライトの点灯スイッチを ON にするとショートしますので点灯させないでください。
●LED バルブはいかなる時も絶対に分解及び改造をしないでください。分解及び改造した場合は一切の責任を負い兼ねます。

注意

●本製品は 12V 車専用品です。他の用途や 24V 車では使用しないでください。
●本製品を点灯させるとラジオやテレビ等にノイズが入る場合がございますが、故障ではありません予めご了承ください。
●LED バルブの温度が一定以上になると保護回路が働いて減光しますが、LED バルブの故障ではありません。
●輸入車に装着した場合、球切れ警告灯が点灯したり、チェック信号による点滅が発生する場合があります。故障ではありませんが使用を中止してください。
●車検に対応できるほどの光量がありますが、車検を保証するものではありません。また、車検場によっては検査員の目視により判断を行う場合があり、灯具によっては
車検に通らない場合がございます。その場合は純正バルブに戻してください。
●火災の原因となりますので、紙や布など燃えやすい物の近くで点灯しないでください。
●爆発の原因となりますので、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーラッカーなど引火する危険性のある物の近くで点灯しないでください。
●ライトの光軸調整を必ず行ってください。光軸調整不良は対向車の事故を招く恐れがあります。
●エンジンがかかっていない時に点灯させておくと、バッテリーが上がりエンジンがかからなくなる事があります。
●本取扱事項に記載されている注意事項及び警告を守らなかった事が原因で発生した事故・不具合・車両破損に関しましては責任を負い兼ねますので予めご了承ください。
●本製品には取付工賃は含まれておりません。また、クレーム時の作業工賃や当社までの送料等の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください。

この度は、promina FIAT500 専用 LED ヘッドライトキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品は、自動車用ヘッドライトの LED バルブです。自動車以外の用途ではご使用にならないでください。
本製品を正しくご使用頂く為に、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、本製品ご使用中はこの取扱説明書を紛失しないよう大切に保管してください。

適合車種

フィアット 500 1.2L
2016.01~ プロジェクタータイプ ハロゲンヘッドライト車

※ツインエアー、マルチリフレクター ハロゲンヘッドライト車、キセノンヘッドライト車は装着不可

ヘッドライト検査の注意事項

取付販売店へのお願い : この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

Seabass Link

シ−バスリンク株式会社

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-16-11 TEL.03-5315-2366 Fax.03-3309-8075

仕様と価格は予告なく変更することがあります。

2018.9②

車検に対応できるほどの光量がありますが、車検を保証するものではありません。
車検場によっては検査員の目視により、判断を行う場合があり、灯具によっては車検不適合となる場合がございます。
また、車検場のヘッドライトテスターの仕様や設定によっては車検不適合となる場合がございますので、手動モードで
測定を行うか、純正バルブに戻してください。

●LED ヘッドライトバルブ本体 ・ ・ ・ ２

保証規定

本、「保証規定」にご同意の上、商品をご使用ください。

注意事項

日

1. 商品不良の際は、原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。
上記以外での交換、返品などはお受けいたしません。
2. 不良商品交換の場合は、新しい商品と引き換えに交換商品を梱包状態にてお返し下さい。
3. 保証期間内は、お買い上げ時の保証書・領収書(レシート)・商品のパッケージ・付属品等は大切に保管してください。

商品不良による交換は商品お買い上げ日より2年間となります。
保証期間内にあっても、下記の「保証基準について」の1～6項を満たしている必要があります。
満たされていると当社が判断した場合は原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。

保証期間について

※
※

保証基準について

月

ご購入日をご記入ください。

年

※日付の入った店名印
または、
お買上げ領収書をお貼りください。

当社にて商品を検証後、商品不良と認められた場合、原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。
検査に日数をいただく場合もございますので予めご了承ください。
「保証基準」とは、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 商品の付属品(パッケージ、取説含書類等)がすべて揃っていて、尚且つ損傷がないこと。
2. お客様による商品の取扱不注意で落下等の不適切な取扱いがないこと。
3. 商品の取扱説明書に記されている使用条件、または使用上の注意事項を逸脱して使用されていないこと。
4. お客様によって商品の変更、改造等が行われていないこと。
5. 印刷物すべてに手が加えられていないこと。(パッケージ、取説含書類、領収書等)
6. 保証期間内であること。

商用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。
修理期間中の代替品の貸し出し等は一切行っておりません。
原則として商品の脱着に伴う工賃や当社までの送料等を当社では負担致し兼ねます。
商品の不良ではなかった場合、検査技術料をいただく場合がございます。
いかなる場合でも、当社に商品を発送する際には必ず事前にご連絡ください。
不良品の交換時は必ず詳しい症状を紙に書いてFAXまたは郵送にてお送りください。
当保証規定はお客様の法律上の権利を制限することは一切ありません。
当保証規定は日本国内においてのみ有効です。

その他

※
※
※
※
※
※
※
※

保証書

商品名

promina LED FIAT500専用ヘッドライトキット

-

PME5P60

)
年式

商品番号

フリガナ

ご登録名

ご登録住所

車種

型式

〒182-0002
東京都調布市仙川町 3-16-11センチュリー仙川102
tel.03-5315-2366
fax.03-3309-8075

（法人でご登録される方は法人名、所属、ご担当者名をご記入ください。）

〒

TEL.(

装着車両

シーバスリンク株式会社

部品構成図
●LED ドライバー ・ ・ ・ ２

●ゴムキャップ ・ ・ ・ ２

●両面テープ ・ ・ ・ ２
（LED ドライバーに貼付け済み）

取付上の注意事項

●車両部品の取外し及び取付けは、車両の整備要領書に基づいて行ってください。
●作業を始める前に以下の注意事項をよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
●注意事項を守らなかった為に発生した不具合については責任を負い兼ねる場合があります。
●本製品には取付け工賃は一切含まれておりません。またクレーム時の作業工賃等の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください。

注意

●取付け作業は火傷の恐れがありますので、エンジン及びヘッドライトが冷えている状態の時に行ってください。
●LED バルブ交換作業は、平坦で充分なスペースのある場所で行ってください。また、車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛け、ギアはニュートラルか
パーキングにして行ってください。
●LED バルブ交換作業は、必ずヘッドライトスイッチを OFF、更にバッテリーのマイナス端子を外してください。
●ランプ点灯時及び消灯直後はランプが大変高温になっており、火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
●LED バルブを落としたり、キズを付けたりしないでください。また、LED 素子を手で触れたり、汚れを付着させたりしないでください。機能の低下や寿命時間の
低下につながる場合があります。万が一触れた場合はアルコールで汚れを取り除いてください。
●コネクターやターミナル端子の脱着は、リード線を引っ張らず本体を持って確実に行ってください。リード線の断線や不確実な接続は、点灯不良の原因になります。
●取付けの際は、配線を無理に折り曲げないでください。点灯不良や商品が破損する場合があります。

各部名称

取付手順

LED 素子

中間カプラー

コンデンサー

その２

４．ドライバーの固定
䚷ヘッドライト内部に LED ドライバーを付属品の両面テープ等で固定してください。
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中間カプラー
フランジ
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平端子

ヒートシンク

LED バルブ

LED ドライバー

図４．ドライバー取付要領

５．バルブの装着
䚷平端子を車両側の純正コネクターの奥まで

バックカバーの加工
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差込んで装着し、中間カプラーを接続して
ください。
図 5 の要領でフランジの溝と LED バルブの
凸部を合わせ、LED バルブ本体をフランジに
挿入し奥まで押し込み、LED バルブを時計
回りに回転させ、図 6 の要領で LED バルブを
フランジにロックしてください。
※ロック方法が分からない場合は、
一旦フランジをヘッドライトから外して、
ロックの角度や感触を確かめてから、
再度装着作業を行ってください。

図 1. バックカバー加工前

図２. バックカバー加工後

凸部と溝を合わせて奥まで押し込み、
時計回りに回転させてロックする
図５．LED バルブ取付要領

図６．LED バルブ固定要領
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バックカバーをバイス ( 万力 ) 等で固定し、糸鋸やハンドソーなどで図１の点線部分を切断し、図２の様なリング状に仕上げてください。

６．点灯確認
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取付手順

LED バルブの取付け状態や接続状態を確認し、車両の安全を確認した後にエンジンを始動してください。
スイッチをオンにしてロービーム、ハイビーム、フォグランプがそれぞれ正常に点灯する事を確認してください。

７．車両の復元と光軸調整

その１

図７の要領で加工済みバックカバーをヘッドライトに嵌め込み、時計方向に回して装着してください。
図８及び図８の要領で付属品のゴムカバーをバックカバーに被せ、奥まで押し込みます。
その他の取外した部品を元に戻し、必ず光軸を調整してください。

ٲعڭ  मઅदँॉؚৰभधঊॵॻছॖॺभ૾ऋ౮ऩॉऽघ؛
１．部品の取外し

ヘッドランプの純正ハロゲンバルブが取外せる様に、バックカバーを取外してください。
取外したバックカバーは上記要領で加工してください。

２．ハロゲンバルブの取外し

ヘッドライトの純正コネクターを取外し、純正ハロゲンバルブを取外してください。

３．フランジの装着

LED バルブのフランジを反時計回りに回転させ、LED バルブとフランジを分離してください。
分離したフランジを図３の要領でヘッドライトに固定してください。
※LED バルブにフランジを組付けた状態ではヘッドライトには装着できません。

図３. フランジ組付要領
図７．バックカバー取付要領

図８．バックカバー取付要領

図９．バックカバー取付完了
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