
REP-REP-RAF3063-6321035   V.5   (トランク リッドの)左テール ライト ソケット ハウジング脱着/
交換, ｼｬｼｰNo:: XXXXXXX 

ISTA シス
テム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

63 21 035 (トランク リッドの)左テール 
ライト ソケット ハウジング脱
着/交換

警告！
予熱ランプの取扱いに関する注意事項（車外照
明灯）を守ること。

必要な予備作業：
! テールゲート パネルを一部取り外す。

コネクター(1)をロック解除し、離す。
ロック(2)を解除し、テール ライト(4)からソケット 
ハウジング(3)を取り外す。
取付け上のヒント：
コネクター接続(1)が正しく取り付けられているか確
認する。
ロック(2)は損傷していたり、欠落していてはならな
い。
ソケット ハウジング(3)がテール ライト(4)に正しく
取り付けられているか確認する。

交換の場合：
バルブ(1)を慎重に下方へ押し、矢 方向へ回してソ
ケット ハウジング(2)から取り出す。
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バルブ タイプを確認する。
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REP-REP-RAF3063-6321240   V.6   (トランク リッドの)左テール ライト脱着(交換), ｼｬｼｰ
No:: XXXXXXX 

ISTA シス
テム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

63 21 240 (トランク リッドの)左テール 
ライト脱着(交換)

領域(A)のリベット(1)およびトリム パネル(2)を外
す。
ヒント：
右テール ライトの取外しは左右対称に行う。その
際、領域(B)のリベット(1)およびトリム パネル(2)を
外す。
以下の図では左テール ライトの取外しを示す。

コネクター(1)をロック解除し、離す。
ネジ付ピン(2)のナットを外し、固定ブラケット(3)を
取り外す。
締付けトルクは 61 21 1AZ を参照。
テール ライトをトランク リッドから外すには、ネジ
付ピン(2)を押す。

注意！
損傷のおそれ。2012年7月以降生産のテール ラ
イトは部分的に接着されています。そのため取
り外し時の動きが固くなっています！
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テール ライト(1)を矢 方向に後方へ取り外す。

取付け上のヒント：
固定ブラケットをナットとともに取り付ける。その
際、ナットはネジ付ピンとナットの面が揃うまでね
じ込む。
テール ライト(1)の以下の部品は欠落していたり、損
傷していてはならない：
(2) ガイド
(3) ネジ付ピン/ナット/固定ブラケット
(4) マウント プレート
(5) シーリング
ガイド(2)はトランク リッドの対応する切り欠き部に
取り付けること。

取付け上のヒント：
テール ライト(1)はまずマウント プレートとともにト
ランク リッド(2)の対応する切り欠き部に取り付け
る。
ガイドとトランク リッド(2)の対応する切り欠き部が
揃うまで、テール ライト(1)を調整する。

注意！
損傷のおそれ！
テール ライト(1)を力ずくでトランク リッド(2)
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に押し込んだり叩き込まないこと！
適に位置合わせすると、テール ライト(1)は簡

単にエンド ポジションに入る。

取付け上のヒント：
ガイドがトランク リッド(2)の対応する切り欠き部に
取り付けられるまで、テール ライト(1)を慎重に車両
中央の方向へ押す。
テール ライト(1)がトランク リッド(2)に正しく取り
付けられているか確認する。
固定ブラケット(2)がトランク リッドに正しく取り付
けられているか確認する。
コネクターが正しく取り付けられているか確認しま
す。
固定ブラケットのナットを締め付ける。
締付けトルクは 61 21 1AZ を参照。

交換の場合：

- 場合によっては予熱ランプを付け替える。

- バルブのタイプを確認する。
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REP-REP-RAF3063-6321260   V.6   (フェンダーの) 左テール ライトの脱着 (交換), ｼｬｼｰ
No:: XXXXXXX 

ISTA シス
テム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

63 21 260 (フェンダーの) 左テール ライ
トの脱着 (交換)

クリップ(1)を回して外す。
カバー パネル(2)をガイド(3)から上方へ引き抜く。
取付け上のヒント：
カバー(2)が正しく取り付けられているか確認する。

注意！
塗装ダメージの恐れあり!

全領域(1)を黄色のプラスチック製マスキング テープ
で保護する。

ナット(1)を外す。

締付けトルクは 63 21 1AZを参照。
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注意！
テール ライトは 1 つのロックでボディに固定さ
れている！
テール ライトと塗装の損傷を防ぐために、ロッ
クを解除する方法を次で説明する。

注意事項：
図を参照

テール ライト(2)をロック(1)から矢 方向へと外しま
す。
付属のコネクターをロック解除し、外す。
テール ライト(2)を取り外します。

取付け上のヒント：
テール ライト (2)が正しくロックされているか確認し
てください。

取付け上のヒント：
ロック(1)が欠落していたり、損傷していてはならな
い。
ガイド(2)およびシーリング(3)が欠落または損傷して
いてはならない。

交換の場合：
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必要に応じ、予熱ランプを付け替える。
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REP-REP-RAF3063-6321030   V.5   左テール ライト ソケット ハウジング(フェンダーのところ)脱
着/交換, ｼｬｼｰNo:: XXXXXXX 

ISTA シス
テム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

63 21 030 左テール ライト ソケット ハ
ウジング(フェンダーのとこ
ろ)脱着/交換

警告！
予熱ランプの取扱いに関する注意事項（車外照
明灯）を守ること。

必要な予備作業：
! テール ライトを取り外す。

ロック(1)を取り外す。
ソケット ハウジング(2)をテール ライト(3)から取り
外す。
取付け上のヒント：
ロック(1)は損傷していたり、欠落していてはならな
い。
ソケット ハウジング(2)がテール ライト(3)に正しく
取り付けられているか確認する。

取付け上のヒント：
ソケット ハウジング(2)のシーリング(3)は脱落してい
たり、損傷していてはならない。
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交換の場合：
バルブ(1)を慎重に下方へ押し、矢 方向へ回してソ
ケット ハウジング(2)から取り出す。
バルブ タイプを確認する。
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REP-REP-RAF3051-5149X02   V.2   左または右リア サイド ウォールのレイン ガター カバー パネ
ル脱着/交換, ｼｬｼｰNo:: XXXXXXX 

ISTA シス
テム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

51 49 ... 左または右リア サイド ウォー
ルのレイン ガター カバー パ
ネル脱着/交換

クリップ(1)を回して外す。
カバー パネル(2)をガイド(3)から上方へ引き抜く。
取付け上のヒント：
カバー パネル(2)のシール リップはトランク リッド
用エッジ カバーの下にあってはならない。
カバー パネル(2)のシール リップはトランク リッド
用エッジ カバーに正しく当たっていなければならな
い。
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TED-TED-TDMUC6321-F30   V.6   テール ライト ユニット, BMW, F30, F31, F35, F80, ｼｬｼｰ
No:: XXXXXXX 

63 21 テール ライト ユニット F30 / F31 / F35 / F80

ISTA システ
ム レベル

4.04.31.19448 データ レベ
ル

R4.04.31 プログラミ
ングデータ

-

ｼｬｼｰNo: XXXXXXX 車両： 3'/F30/セダン/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/03

I ステップ 
(工場出荷
値)

- I ステップ 
(実測値)

- I ステップ 
(目標値)

-

総 行距離 0 km

バルブ - フラッシャー タイプ P21W、12V 21W
バルブ - ブレーキ ライト タイプ P21W、12V 21W
バルブ ‐ クリアランス ライト タイプ LED
グロー バルブ - リア フォグ ライト タイプ 12V 27W または

H21W、12V 21W
グロー バルブ - バックアップ ライト タイプ P21W、12V 21W
バルブ - ハイマウント ブレーキ ライト タイプ LED
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