業務用

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

ブレーキメンテナンスツールセット
（ドラムブレーキ用）
No.ATBX12A

安全上のご注意

取扱説明書

この使用説明書には以下のマークをつけています。
拡大損害が予想される事項

必ず行う

禁止行為

分解禁止

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

死亡や重傷の原因となる。
重要事項

危害・損害

●各部の分解および組み付けの作業手順、新品部品の取り扱いについては、
法令で定められた資格を保有する者が、自動車メーカーからの情報（サー
ビスマニュアルや作業指示書）を十分に理解し作業する。

重症となるケガ､器物破損の原因となる。

重要事項

危害・損害

絵表示

絵表示

●本製品は本来の使用目的以外には使用しない。

ケガや器物破損の原因となる。

●割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が見られた場合は使用しない。

ケガや器物破損の原因となる。

●強い衝撃を与えたり、落下させない。

本体の破損や器物破損の原因となる。

●分解、改造をしない。

ケガや器物破損の原因となる。

●本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させない。

本体の破損の原因となる。

●不安定な場所で使用しない。

ケガや器物破損の原因となる。

●使用時は保護めがね、安全帽、安全靴、作業に適した服装などを着用する。

ケガの原因となる。

入組内容

本セットには以下の工具12点と、収納用の専用トレイが付属しています。
T 形ドラムリムーバー (ABX9-06)

X1

T 形ドラムリムーバー (ABX9-08)

X1

シューホールドスプリングツール (ABX-34) テンションスプリングツール (ABX-35)

X1
C ワッシャツール (ABX-31)

X1

ロックナットチゼル (AS404)

シューホールドスプリングツール (ABX-33)

X1
テンションスプリングツール (AB-7)

X1
パーキングシューレバーツール (ABX-32)

X1

X1

X1

ブレーキシュー調整ツール (ABX301)

ブレーキシュー調整ツール (ABX304)

ハブキャップインサーター (AS331)

X1

X1

X1

使用方法

■T形ドラムリムーバー ( ABX9-06, 08)

固着したブレーキドラムとハブを分離させる専用工具です。
※M8用ABX9-08とM6用ABX9-06の使用方法は共通です。サービスホールのサイズに合わせて使用してください。

①

②

サービスホール

サービスホール

Point

ブレーキドラム
ハンドル

使用状態
（ABX9-08)

ブレーキドラムのサービ
スホールに本体先端部を
ねじ込む

締める方向に本体を回転
させ､ドラムをハブから押
し離す。

ハンドルをスライドさせ
ることで､楽に作業をする
ことができます。

■ロックナットチゼル (AS404)
ハブロックナットのかしめ起こしと、かしめ作業を行う専用工具です。
※図のハンマ使用角度は一例です。作業姿勢や車両位置に合わせてハンマの使用角度を変えてください。

ハブロックナット

使用状態

①

かしめ起こし
ハブロックナット

本体が上方向に向いてい
ることを確認し､ロックナ
ットのかしめ部に押しあ
てる｡

②

かしめ起こし
ハンマ(別売り)

本体をしっかりと握り､本
体後端部をハンマで叩く｡

①

かしめ

かしめたい位置に本体先端
部を合わせ､ハンマで叩く｡

■シューホールドスプリングツール (ABX-33, 34)

シューホールドスプリングおよび、
シューホールドピンを脱着する専用工具です。

①

シューホールドダウン
スプリング

②

シューホールド
ピン

シューホールドダウンスプリング
（板ばねで止めるタイプ）
ABX-33を使用します

本体をシューホールドピン
に押し当てる。

①

コイルスプリング

本体を90度回転させ､シュ
ーホールドピンを取り外す｡

②

シューホールド
ピン

使用状態(ABX-34)

スプリングカップ
（コイルスプリングで止めるタイプ）
ABX-33または34を使用します。

本体をスプリングカップに
押し当てる。

本体を90度回転させ､シュ
ーホールドピンを取り外す｡

■テンションスプリングツール (ABX-35, AB-7)
リターンスプリングおよびテンションスプリングを脱着する専用工具です。
※図は作業の一例です。
リターンスプリングおよびテンションスプリングの位置や形状によって使い分けてください。
※リターンスプリングおよびテンションスプリングの扱いには強い力が必要な場合があります。十分に注意して安全に使用してください。

リターン
スプリング

②

取り外し

①
リターン
スプリング

ブレーキシュー

本体をリターンスプリン
グに引っ掛ける｡※先端が
確実にスプリングに掛か
っていることを確認して
ください｡

本製品はブレーキシューの
固定を外した状態で使用します

使用状態
（AB-7)

①
ブレーキシュー

取り付け

リターン
スプリング

③

引っ掛けた状態でリター
ンスプリングを引っ張る｡
※スプリングの形状に合
わせて引っ張る方向を変
えてください｡

②

リターンスプリングがブ
レーキシューから外れま
す｡

③
ブレーキ
シューの穴

リターン
スプリング

リターンスプリングを本
体先端部に引っ掛ける。

本体先端部をブレーキシ
ューの穴に差し込む

使用状態(ABX-35)

支点

差し込んだ穴を支点とし
て本体を回転させると､ス
プリングが軸を滑りなが
ら穴に入ります。

■パーキングレバーツール (ABX-32)

パーキングブレーキケーブルから、パーキングブレーキシュー レバーを脱着する専用工具です。

シューレバー

取り外し

パーキングブレーキ
シューレバー

①

パーキングケーブル

③

クロー

クローを､シューレバーの
両端に挿入する。

クローを挿入した状態で
グリップを握り､スプリン
グを圧縮する。

②

取り付け

①

ブレーキシュー

②

スプリングを圧縮した状
態で､シューレバーをブレ
ーキケーブルから外す。

③

クロー

使用状態

ブレーキケーブルとスプ
リングの間にクローを挿
入する。

クローを挿入した状態で
グリップを握り、スプリ
ングを圧縮する。

スプリングを圧縮した状態
で､シューレバーをブレ
キケーブルに取り付ける。

■C ワッシャツール (ABX-31)

パーキングブレーキシュー レバーを固定しているCワッシャを取り外す専用工具です。

①
パーキングブレーキ
シューレバー

②

③

Cワッシャ

クロー

平面部

クローを引っ張りながら
回転させ､平面部を内側に
向ける

Cワッシャのかしめ部にク
ローのくさび部を合わせ､
本体グリップを握りこみ､
Cワッシャを広げる。

Cワッシャ

使用状態

広げたCワッシャの先端部
にクロー平面部を合わせ､
本体グリップを握り､Cワ
ッシャを押し出す。

■ブレーキシュー調整ツール (ABX301, 304)
ドラムとライニングのクリアランス調整を調整するアジャスタを回転させる専用工具です。
※図は作業の一例です。アジャスタの位置や形状によって使い分けてください。
アジャスタ
アジャスタ

サービスホール

アジャスタ

使用状態(ABX301)

ドラムブレーキ正面からアジャ
スタにアクセスする場合

サービスホール

ドラムブレーキ背面のサービスホールからアクセルす
る場合。

■ハブキャップインサーター (AS331)
アクスルハブや、
ブレーキドラムに装着されているハブキャップを圧入する専用工具です。
※図のハンマ使用角度は一例です。作業姿勢や車両位置に合わせてハンマの使用角度を変えてください。

①

②

③

ハンマ(別売り)

ハブキャップ

使用状態

■専用トレイ

ハブキャップを手で取り
つける。
※キャップが多少浮いて
いても問題ありません。

本体をハブキャップにし
っかりと押し当てる。
※キャップの径に合った
面を使用してください。

本体をしっかりと握り、
本体端の外周をハンマで
均等に叩き、ハブキャッ
プを圧入する。

付属の専用トレイには、入組の工具を収納することができます。
また、専用トレイは一部の工具キャビネットの引き出しに収納することができます。
専用トレイ寸法

： W475 x D324 x H40 mm

対応KTCキャビネット

： SKR703A, SKR602A, SKR502A, SKR402A

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
T071050-0

