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トラブルシューティング 

Hollandia 300 DeLuxe Medium（H300 DL M）用の注記は、Hollandia 500にも適用されます。 

300 
DL 問題点 

M L 

考えられる原因 解決方法 

 

ラバーシールの汚れ 

ラバーシールをきれいにする。 

年に最低2回はラバーシールを掃除する。 

掃除した後にシリコングリスをラバーシールに塗布する。

シリコングリスはラバーシールが乾燥した状態で塗布す

る。 

ユーザーに原因を連絡する。 

 
ガラスパネル下面の汚れ 

ガラスパネルの下面をきれいにする。 

ユーザーに原因を連絡する。 

 ルーフ上に水があるときにガラ

スパネルを開けた 

/ サンルーフを開けて雨の中を走

行した 

/ サンルーフが正常に閉まらない 

水を取り除く。 

サンルーフを開ける前に水滴を取り除く。 

ガラスパネルを確実に乾燥させるために約5分間走行す

る。 

ユーザーに原因を連絡する。 

 ラバーシールの損傷 

凹凸がないかをどうかを確認す

る 

ラバーシールを交換する。 

ガラスパネルと

ラバーシールの

間から水が漏れ

る 

 ハンドルが凹部に納められてお

らず、そのためガラスパネルが

閉じた位置で機械的にロックさ

れていない 

水を取り除く。 

ユーザーに原因を連絡する。 

後側コーナーの

片方で、ガラス

パネルとラバー

シール間から水

が漏れる 

  ガイドインサートの破損 

（ガラスパネルが閉まった時

に、ガラスパネル後方コーナー

部のガイドインサートが、パネ

ルを下方に押し付ける） 

ガイドインサートを交換する。 
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 ガラスパネルが後方のシールに

接触していない 

ガイダンスメカニズム、シールおよびガラスホルダーを交

換する。 

 

 ロッカースライドの破損 

（ガラスパネル後方コーナー部

が9.5mm以上持ち上げられる） 

ロッカースライドを交換する。 

ガラスパネルを開くことができない場合は、ルーフを開け

る際にガラスパネルの後部を押し上げる。 
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300 
DL 問題点 

M L 

考えられる原因 解決方法 

シール接合部の

水漏れ 

 継ぎ目部における高さの違いが

許容値以上 

シールを交換する。 

ガラスパネルが

チルト位置には

動くが、全開位

置まで動かない 

 
ガラスパネルの前部がシールに固

着している（サンルーフをしばら

くの間開いていなかったため） 

ラバーシールをきれいにする。 

年に最低2回はシールを掃除する。 

掃除した後にシリコングリスをシールに塗布する。 

シリコングリスはラバーシールが乾燥した状態で塗布す

る。 

ガラスパネルの

後部が動かない

（またはほとん

ど動かない） 

 

ロッカースライドの破損 

ロッカースライドを交換する。 

ガラスパネルを開くことができない場合は、ルーフ

を開ける際にガラスパネルの後部を押し上げる。 

  ガイドインサートの破損 ガイドインサートを交換する。 サンルーフがチ

ルト位置から閉

まらない 
  ヒンジベルトの破損 ガイダンスメカニズムを交換する。 

サンルーフの開

閉が遅い 

 
ガイダンスメカニズムの汚れ 

ガイダンスメカニズムを掃除する。 

メンテナンスした後にもサンルーフが閉まらない場合は、

ガイダンスメカニズムを交換する。 

  片側のヒンジベルトの破損 ガイダンスメカニズムを交換する。 ガラスパネルを

動かしたとき、

平行にスライド

しない 

 
ギヤの取り付けミス ギヤのハウジングを取り付ける。 

 ストッパーの取り付けミス ストッパーを正しく取り付ける。 

  ヒンジベルトの破損 ガイダンスメカニズムを交換する。 

ガラスパネルが

スライド位置で

停止する  ガイダンスメカニズム内の障害物 障害物を取り除く。 

閉じた位置でガ

ラスパネルがフ

レームに平行で

はない 

 ガラスパネルの調整ミス ガラスパネルを（赤いボルトで）調整する。 
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300 
DL 問題点 

M L 

考えられる原因 解決方法 

 

ガラスパネルが閉まっていると

きまたはチルト位置にあるとき

にウィンドデフレクターがガラ

スパネルに接触している 

ウィンドデフレクターを少し平らになるまで曲げる。 リアウィンドデ

フレクター付近

のカタカタ音 
 ロッドスプリングに十分な張力

がない 

ウィンドデフレクターを取り外し、ロッドスプリングを少

し上方へ曲げる。 

 ルーフ開口部が小さ過ぎる 開口部を広げる。 

 引き伸ばしたヘッドライニング

が原因の雑音 
引き伸ばしたヘッドライニングに詰め物をする。 ガラガラ音また

はキーキー音 
 ガラスパネルがシールをスライ

ドするときのガラガラ音 
シールにシリコングリスを塗布する。 

半開位置でガラ

スパネルがガタ

ガタする 

 
ストッパーの磨耗 新品のストッパーを取り付ける。 

 ガイダンスメカニズムの汚れ、

またはメカニズムへの注油が必

要 

ガイダンスメカニズムを掃除する。 

ガイダンスメカニズムを潤滑するためにオイルベースまた

はテフロンベースの潤滑剤を使用する。 

ガラスパネルの

スライドが遅い 

 バッテリー電圧の低下 バッテリー状態を改善する。 

 ドライブシャフトの破損 モーターを交換する。 モーターは回転

するがガラスパ

ネルは動かない 
 

ガラスパネルの

スライド中また

はガラスパネル

が後端位置にあ

るときモーター

がガタガタす

る。 

 
ドライブシャフトが歯車へ十分

深く噛み合っていない（ドライ

ブシャフトがモーターの下方に

突き出ている） 

ルーフを半分開ける。モーターを取り付け直す。ドライブ

シャフトを下端から上方に押し上げる。 

風切り音 
  ウィンドデフレクターの高さが

不適切 
高さを調節する。 
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