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部品 問い合わせ内容

リヤワイパーブレード 否純正の良いもの

BOSCH
エアロツインワイパー

どこかで手に入らないか？性能は？

ドアミラー ミラーだけの交換はできる？
カーゴネット 純正より安い物を手に入れる方法

ヘッドライト バルブのタイプを教えて

ハンズフリー電話 体験

ルノーカード 一つ無くしてしまった。いくらで購入できるの？

チャイルドシート ISOFIXって、何処にあって、どやって装着するの？

ブルートゥース ブルートゥースカーキットの取り付け

携帯電話ホルダー 良いのが無いかしら？

以下2製品の具体的配線方法/取付例
Nokia Advanced Car Kit CK-7W bluetooth kit
Sony Ericsson HBC-300
⇒サイトを直接当たってください。
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?t=552

純正：部品番号77 11 221 301(センターコンソールからアームが出て固定)
市販のお勧め品の一つ：
http://www.i2020.co.uk/p1366/i2020_windscreen_suction_mount_phone_holder.htm

http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewforum.php?f=4&topicdays=0&start=50
UKUKUKUKののののサイトサイトサイトサイトにににに見見見見るるるるパーツパーツパーツパーツ////アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリにににに関関関関するするするするフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

以下はUKのサイトの[Parts and Accessories]を翻訳し,筆者の解釈で要約した物です。
サイトにあるものから,ローカルな情報,一般的な情報等を筆者の判断で除いています。

装
備

MONDEO/FOCUS用がジャストフィットし、安い。e-bayで手に入る。

H1：ハイビーム(キセノン仕様はH7)
H7：ロービーム(ハロゲン仕様のみ)
H11：フォグ

Jabra SP500 Bluetooth Car Kitを付けた人の体験、お勧め。
http://www.jabra.com/JabraCMS/EM/EN/MainMenu/Products/WirelessSpeakerphone/Ja
braSP500/JabraSP500.htm

新しいキーカード、そのプログラミング、今持っているキーカードのリプログ
ラミング、車のリプログラミングを全て行う必要があり
合計約260ユーロ、リプログラミングの時間は数分。

フックがシートとバックレストの間に隠れています。そこに押し込めば確実
に装着されますが、安全に係る物ですから購入店できちんと装着方法を確
認してください。

回答

BOSCHの長い物を購入し、半分に切って使用。
ラバー内部のスプリングをそれまで使っていた物に抜き変えて使用する。
使用しないほうの半分はラップして1年後の交換用に保存。

純正の後付品有り
MEGANE II: Renault part No 77 11 236 178　£23.01 (Two blades)
Scenic I: Renault part No 77 11 236 179: £25.93
Laguna II: Renault part No 77 11 236 180: £24.49
オリジナルに比べて静かで拭き取り性能は数段勝る
カーショップでの購入時は右ハンドル仕様である事を確認のこと(左用を装
着すると浮き上がってしまう)
可能。ドアミラー全体の部品費は£138.00、ミラーだけなら £20.00
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回答

市販スピーカー 取付要領とお勧め品

ヘッドライト バルブ交換の要領

グローブボックス 冷気導入口の蓋

シルカバー
(ｷｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ)

何処で手に入る？フロントだけ？

ルノーロゴ入り
ナンバープレートリム

自分でデザインしました。興味有る人はe-bayを当たっ
てみてください。

タッチアップペイント
自分の車のペイントコードは何処を見れば解ります
か？

ステアリングホイール 良いカバーを教えて

ブラインド
ハッチ用のリヤ/リヤサイドブラインドは有りません
か？

マッドフラップ 効果は？

外装
StdMEGANEをRS風にしたりする時の参考情報を教え
て

洗車 どんなケミカルを使ってます？

リヤスポイラｰ 3doorと5doorは共通？

水漏れの原因となるため、決してドアに加工をしないこと
(特にスピーカー上部のフード)
投稿者が挙げたお勧め：
JBL　GTO506C
Alpine　SXE-1350S
Pioneer　TS-Q131C

①交換する方のタイヤを外し、ホイールアーチの中にあるアクセスパネル
を外す。
②ボンネットを開け、交換する側のプラスティックパネルを外す。
③バルブを覆っているフードは壊れ易いので取外しに要注意
④バルブを止めているスプリングは目視出来ず、固いので要注意

殆ど役に立たない。1代目に付け2代目は付けなかったが何も変わらない。

ここに事例が多数あります。⇒
http://www.carequipment.be/gallery.asp?merk=Renault&model=Megane%202002

数々の自例の紹介。投稿者に共通するのは、洗車に手間をかけているこ
と。(手を抜いている人はこのスレッドにレスしませんね！)

生産途中から標準は廃止されオプション扱い。
後付の部品番号：7701062156 費用：£2.36

内
装

外
装

純正品の部品番号:82 00 355 563　e-bayでも入手可。
例えば⇒http://cgi.ebay.co.uk/STAINLESS-STEEL-DOOR-SILL-PLATES-MEGANE-
COUPE-2-DR-MK2_W0QQitemZ4594922856QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem

50個単位で製作可能。
E-bayはここ⇒http://cgi.ebay.co.uk/Chrome-Number-plate-surround-Renault-Clio-
Megane-Laguna_W0QQitemZ8019994718QQcategoryZ52638QQcmdZViewItem

ドライバー側Bピラー内側の楕円形のﾌﾟﾚｰﾄ。
2行目の左側のNV***(3桁)がペイントコード。

ここがお勧めです⇒http://www.isotta.com/

ルノー純正があります。
部品番号：ハッチ用リヤ：77 11 221 506
ハッチ用リヤサイド：77 11 221 505
スポーツハッチ用リヤ/サイド：77 11 221 507

共通で使用可能。
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回答

ナンバープレート ヨーロッパのナンバープレート、何処で買える？

タイヤサイズの変更
タイヤサイズを変更した時のスピードメーターの補正
は？

良い点 悪い点

Conti
SportContact

基本性能は良い リヤタイヤの片減り/早期磨耗

Micheline
Primacy

性能、対磨耗性両立 高い

Kumbo Ecsta
KH11

性能、対磨耗性両立 比較的安い

OIL お勧めのOILと交換距離を教えて！

オイル交換 フラッシングはすべきか否か？

ブレーキパッド/ディスク オンライン販売を教えて

リプレース用に何がお勧め？

ここに当たってみたら！↓
http://www.uknumberplates.com/
http://www.fancyplates.com/

タイヤ

オ
イ

ル
タ

イ
ヤ

ここを見るとタイヤ変更前後でのメーターの補正が出来ます⇒
http://www.web-cars.com/math/tiresize.html

お勧め銘柄は省略します。以下レスを列挙します。
粘度に関して：
・0W-**は使わない方が良い。
・UKの気候でも0W-**は効果が有り,燃費が良くなった。
交換距離に関して：
ルノー指定は18,000mile（28,800km)毎の交換のようです。
・ルノーの指定は長過ぎる(だからEGRの不具合が多い)
・9,000mile（14,400km)がお勧め（チョイ乗り頻度が高い）
・10,000～15,000kmがお勧め
・6,000mile（9,600km)がお勧め
・欧州メーカーはどこも30,000kmだから妥当だ。
・フィルターの性能が良ければ100,000kmまではOK(OIL交換距離延長のた
めのバイパスフィルターが出回っているようです)
するべきではない

http://www.needforspeed.co.uk/
http://www.brakesint.co.uk/
http://www.speedways.co.uk/
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回答

ブレーキパッド ブレーキ鳴き対策

足
回

り 外したショックとスプリン
グ

社外品に交換したが、外したオリジナルのショックとス
プリングは取っておくべきか？

ブ
レ

ー
キ

売ってしまえ！
イヤ下取りの時のためにとって置け！

UKのオーナーの間で最も多く論議された問題の一つ。
最も多い解決策はパッド交換のようです。
交換パッドの中で最も多く見られる物：
EBCというメーカーのGreen Stuffという製品
⇒鳴き、ブレーキダスト、ディスク磨耗共に満足している意見が多く見られ
ます。　　　　　　このメーカーのカタログはココで見ることが出来ます。⇒
http://www.ebcbrakes.com/Assets/uk2005pad&shoe.pdf


