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INSTALLATION MANUAL

BNR32 フロントリップスポイラー
FRONT LIP SPOILER for BNR32
品番
(PART NUMBER)

663007

適合
(APPLICATION)

BNR32

日本語 **************2p
English **************5p

●この取扱説明書を良く読んでからお使いください
●日産自動車の発行する整備要領書と併せてお使いください
●取り付け後も大切に保管してください
●販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください

TOMEI 製品のお買い上げありがとうございます。
このフロントリップスポイラーはおよそ100mm前方に延長させたリップアンダー部が、走行時のバンパーに沿って
車体下に流れ込むエアーを受け止め、インタクーラーの冷却性と走行安定性の向上をはたします。
●Read this manual carefully prior to the installation.
●Refer to the Nissan official Service Manual along with this Manual.
●Keep this manual for future reference after the installation has been completed.
●Give this manual to the owner when the installation was performed by another person or a shop.
Congratulations on your purchase of the quality TOMEI product.
This extended 100mm Front lip spoiler received airflow under the vehicle to improve intercooler
cooling efficiency and enhance drive stability.
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構成部品 下記の内容/数量が揃っているかを確認してください。 ( )内は同梱の数量です。

ボルトM6-P1.0 (5)

ナット M6 (5)

リップスポイラー (1)

取り付けに必要な工具類
・エンジン整備用工具一式

注意
■ エアロパーツは取り付けのために車両に加工が必要になったり、傷が付くことがあります。
■ 作業時は必要に応じて安全保護具を着用し、工具を使用する際も安全には十分注意してください。
■ FRP製品はガラス繊維を含んでいるため、加工、装着作業時は軍手・保護メガネ・粉塵マスクを着用し、
安全作業を実施してください。
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取り付け準備
事前に仮付けにてクリアランスなどを確認後、塗装を実施しておく。

フロントリップスポイラー

仮付け・加工について
当製品は標準車において厳密に型取りを実施し製作されていますが、取り付け車両によっては各部のクリア
ランスや密着具合に差が生じることがあり、加工が必要になる場合があります。
塗装の前には必ず仮付け、及び、必要に応じて加工を実施してください。
尚、仮付けや加工の際に無理な力を加えると破損しますので十分注意してください。

塗装について
エアロパーツの下地仕上げを実施してから塗装を行ってください。
当製品は表面にゲルコート処理を実施していますが、塗装は下地処理が良いほど、きれいに仕上がります。
また、製造方法による合わせ部分の段差については、必要に応じてパテで修正を行ってください。
【塗装手順】
1. 必要に応じてパテ埋め、仕上げを行う。
仮付け、加工時に誤って損傷・破損した箇所はこの工程で修正してください。

2. 全面を#320～600の耐水ペーパーで十分に水研ぎをする。
3. 全面の汚れ、油分を清掃する。
4. サーフェーサーなどで下塗りを実施する。
5. 再び全面を#320～600の耐水ペーパーで十分に水研ぎする。
6. 仕上げ塗装を実施する。
7. 必要に応じてクリヤーで上塗りする。
メタリックやパール色などはクリヤーで上塗りしてください。

8. 24時間後にコンパウンドで磨き上げる。
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取り付け手順
１. ノーマルスポイラーを取り外す。

ナット（５個）

スクリュー（左右５個）

２. TOMEI フロントリップスポイラーを取り付ける。
＜断面図＞
付属ナット（５個）
バンパー

付属ナット
スクリュー（左右５個）

スポイラー

付属ボルト（５個）
付属ボルト

取り付け後の注意
■アプローチアングル（段差を乗り越える角度）などが減少し、歩道などを乗り越える際に地面と干渉する事が
ありますので注意してください。
また、その他、不整地走行に制限を受ける事があります。
■取り付けの状態は運行前点検を実施し、確認してください。
取り付け部の緩みはスポイラーの破損や、脱落につながり非常に危険です。
また、破損した状態で使用すると、その破片などで事故を起こす恐れがあるので使用しないでください。
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KIT CONTENTS

This kit includes below contents. Quantity of each item are noted in brackets ().

BOLT M6-P1.0 (5)
LIP SPOILER (1)

REQUIRED TOOLS
・General Engine Maintenance

CAUTION
■ May require extra installation or may cause to damage the parts.
■ Avoid any injury during installation for safety precaution.
■ FPR contain glass fiber, always wear safety glasses, mask and gloves.
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NUT M6 (5)

Prepare installation
Pre-fit and check all the clearance before installation or painting.

FRONT LIP SPOILER

Pre-fit and modifications
This product developed by factory fitment, however extra modifications may require.
Before painting check all the clearance and modifications if necessary.
Extra tension may cause damage to parts during pre-fit or modifications.

Painting instructions
To obtain a proper finish, Gelcoat component require a special care and painting procedure.
Apply body filler if necessary.
【PAINTING PROCEDURE】
1. Apply body filler if necessary.
If any damaged during pre-fit apply body filler.

2. Using water, scrub all surfaces with #320-600 sandpaper.
3. Remove any dirt and oil residues.
4. Apply pre-paint.
5. Repeat using water, scrub all surfaces with #320-600 sandpaper.
6. Apply painting.
7. Apply clearcoat if needed.
Clearcoat require if color is metallic or pearl.

8. Wait 24 hours and apply compound to finish.
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Installation instructions
１. Remove the genuine spoiler.

Nut 5 pcs

Screw 5pcs

２. Install the Tomei Front lip spoiler.
＜cross-section
Nut
Bumper

Nut
Screw 5pcs

Spoiler

Bolt
Bolt

Important information after installation
■Avoid contact to the ground, ground clearance and ramp angle are reduced.
Limited clearance on the offroad.
■Please check regularly interval for loosen or damage, may cause lost parts or such as collision.
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株式会社 東名パワード
〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27
TEL : ０４２－７９５－８４１１（代）
FAX : ０４２－７９９－７８５１

http://www.tomei-p.co.jp
この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。
営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）９：００～１８：００
Please contact your local authorized distributor listed on our website
if you have any questions in regards to the installation / usage of this product.
BNR32 フロントリップスポイラー取扱説明書 2019年10月 M60K07-0
FRONT LIP SPOILER for BNR32 INSTALLATION MANUAL 2019.10 M60K07-0
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