
ボデーマニュアル
車体寸法図集

平成 29 年版

　この度は、弊社のボデーマニュアル 平成 29 年版をご購入い
ただき、誠にありがとうございます。

　本書は、自動車メーカーからの最新データを、弊社で編集・調
査を可能な限り行い、掲載しております。
　しかし、本書発刊後に自動車メーカーからデータ訂正やモデル
追加等によるマイナーチェンジでデータに追加・変更がなされる
場合があり、または部品供給形態の変更などで、本書のデータと
入庫車両の間で、数値やポイントが合致しない場合があります。
　本書のデータに疑問・ご不明な点がございましたら、弊社まで
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
　再調査の上、ご連絡いたします。

　弊社のボデーマニュアルのご活用により、万一、何らかの損害
が生じましても、弊社では損害賠償にお応えすることは出来ませ
ん。

　　　　　　 編集部
TEL：03-3837-5731
FAX：03-3837-5740

　ご理解・ご了承の程、宜しくお願い
申し上げます。

お願い
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本書の使い方

１ 平成 29 年版について

平成９年版の発行から、書籍のサイズを B4 判としてきましたが、お客様の反響・ご要望・使用性を考慮し、平成 20
年版より A4 判にサイズを変更いたしました。

また、平成 24 年版より、縦型の編集レイアウトになっております。本書の内容に変更はございませんが、 「見やすさ・
扱いやすさ」 等には重々配慮いたしておりますので、ご理解・ご了承くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

２ 収録車種

平成 28 年１月～平成 28 年 12 月末頃までに発表された新型車及び既刊本の収録車種でマイナーチェンジ等によって
追加・変更があった車種、または数値や測定箇所等に訂正のあった車種を収録しています。従って、必要な車種のボデー
寸法図を探す時は、本書から先に探すようにしてください。

平成29年１月以降については、平成30年版に収録予定です。また、マイナーチェンジ等で 「型式追加・車種追加」 があっ
たものの、寸法図の内容に変更がないモデルに関しては収録しておりません。こちらに関しましては、［お知らせ（５ペー
ジ）］［収録車種一覧表（16 ページ）］をご参照ください。また、弊社 WEB サイトでも訂正情報等を公開していますので、

そちらもご確認ください。（検索サイトで 公論出版  と検索ください ）
平成 21 年版より、各メーカーの目次のページに、収録車種の収録区分を表記しました。区分は［マイナーチェンジ］［訂

正］［新型車（フルモデルチェンジ含む）］などです。

３ 車名表示

兄弟車は 「／」 で区分してあります。 ［例 : ハイエース／レジアスエース］ 
また、共同開発車や OEM 車は、供給元 （生産している） メーカーを基準にしています。お探しの際は、［収録車種一

覧表（16 ページ）］ ［共同開発車／ OEM 一覧表（26 ページ）］ をご参照ください。
まれにマイナーチェンジや年式変更に伴い、車名が変更されている車種もありますのでご注意ください。
その他、ボデー寸法図が 2WD や 4WD、４ドアや５ドアなどの制約がある場合は、［2WD］・［4WD］・［４ドア］・［５ドア］ 

等 表示しています。

４ 型式表示

クラウン 「S20」、 アテンザ 「GH」 のように、型式をまとめて表示できる場合は、略型式名で表示しています。この場合、
型式表示の後の ［　］ 内に車両フル型式を表示しています。型式の確認は、各メーカーの扉ページをご参照ください。

５ ボデー寸法図

本書に収録してあるボデー寸法図は、すべて各自動車メーカー発行の技術資料より転載したものです。
自動車メーカーの技術資料より 「訂正・変更・追加」 が出される場合があります。平成 28 年 12 月現在、自動車メーカー

より 「訂正・変更・追加」 が出されているモデルは、弊社側でボデー寸法図に修正を加えてあります。ただし、平成 29
年１月以降に自動車メーカーより出された 「訂正・変更・追加」 については、対応出来ておりませんので予めご了承く
ださい。

６ 寸法の記載方法

寸法の単位は、指示のない限りミリメートル （mm） 表示です。寸法が片側のみ記載されている場合は、原則として左
右対称であることを示します。よって、記載がない側も、同一寸法ということになります。（メーカーにより、対称・
非対称を記号で記してあるモデルもあります）
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７ 寸法図の収録順序

メーカーまたは車種により若干異なりますが、原則として、フロントボデー（直線寸法、実測寸法）⇒サイドボデー
⇒室内⇒ルーフ⇒フロア⇒リヤボデー⇒アンダーボデー（直線寸法、平面投影寸法、実測寸法）⇒サスペンションメン
バとしています。

８ アンダーボデー

アンダー ボデーは、測定ポイント間の直
線寸法と平面投影寸法の２種類があります。
単に、 「アンダー ボデー寸法」 という場合は、
主に直線寸法 （フレーム寸法含む） を指しま
す。本書では、特に指示がない場合、直線
寸法であることを表しています。平面投影
寸法を表す場合は、 平面投影寸法  と記載して
います。平面投影寸法の仮想基準線は、ロッ
カーパネル下面より 100mm 前／後です。

また、アンダーボデーは各メーカーにより、
上面図又は下面図からと異なるのでご注意
ください。

９ 測定ポイント

特に指示がない場合、ポイントの中心としてあります。ただし、指示表示が有る場合は、その指示に従って測定します。 
（特にホンダ車は、要注意） 又、直線寸法と平面投影寸法は、それぞれポイント記号の設定が異なり、同じ箇所のポイ
ントでも記号が一致していないケースもありますので注意が必要です。

10 ホイールアライメント

ホイール アライメントについては、弊社発行の 「４輪トータルアライメント データブック」 をご参照ください。国産
車のアライメント基準値と調整箇所を収録しています。

≪ご　注　意≫
ボデー寸法図の数値については、メーカーの技術資料を基に編集をしております。訂正・変更
についても調査できる範囲で記載しておりますが、完璧とはいえません。
従って、本書の数値により万一何等かの損害が生じた場合でも、弊社では損害賠償等にお応え
出来ませんのでご了承ください。なお、数値等にご不明、ご不審の場合は弊社までお問い合わ
せください。
調査後、結果をご連絡させていただきます。[TEL:03－3837－5731]
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ト　

ヨ　
タ

アイシス（ZNM1,ANM1,ZGM1＃） 19

トヨタ－2～ 型式追加 型式［ZGM10G・10W・11G・11W］追加

トヨタ－2

変更 区分［ZZ系／ AZ系］→［ZZ系、ZR系／ AZ系］に変更

変更

型式 ZGM1 ♯型（平成 21 年 9月～）追加により、フロ
ント寸法値を変更→下図参照
尚、ZNM1,ANM1 型は～平成 21 年 8 月で生産終了。
フロント以外の寸法値は、変更無し。

お知らせ
（「収録車種一覧表」「共同開発車 /OEM 一覧表でのご注意」）

　16 ページからの「収録車種一覧表」にある★印は、平成 19 年４月～平成 28 年 12 月の間に型式追加・
車種追加のあったモデルを示しています。
　しかし、既刊に収録されたボデー寸法図の内容に変更・追加がない場合は再収録しておりません。よっ
て検索の際は、既刊に収録されている基本車の収録年版でお探し下さい。
　また、１ヶ所・２ヶ所の小さい追加・訂正のあった車種に関しても★印をつけ、以下の表に反映しました。
　「OEM 車」「共同開発車」は、数値や測定箇所が異なる場合に限りそれぞれ収録していますが、同じ場
合は OEM 供給元（ベース車両）のみの収録となっています。
　「収録車種一覧表」に●印のあるモデルは、OEM 車または共同開発車で、OEM 供給元（ベース車両）のデー
タを参照するモデルを示しています。OEM 車で、参照するメーカーや車名が分からない場合は、26 ペー
ジからの「共同開発車 /OEM 一覧表」をご参照下さい。
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ト　

ヨ　

タ

アルファード／
ヴェルファイア（ANH2,GGH2） 21 トヨタ－16 追加

参考文［ポイントB,b・C,c・M.mは幅寸法、ポイント I,i・
J,j は高さ寸法、ポイントK,k は幅・長さ寸法が左右非対
称］追加

ヴィッツ（KSP9,NCP9） 20 トヨタ－34 数値追加 ポイント間数値追加［B－g：410mm］

オーリス（NZE18,ZRE18） 25 48～ 型式追加 型式［NRE185H］追加

カローラ アクシオ／
カローラ フィールダー（E16） 25 85 数値追加 ポイント間数値追加［K－p：1179mm］

クラウン（GRS21） 25 97～ 型式追加 型式［ARS210］追加

クラウン コンフォート（XS1） 14 トヨタ－44～ 型式追加 型式［TSS10］追加

クラウン セダン（XS1,BS1） 15 トヨタ－63～ 型式追加 型式［TSS10・10H］追加

コンフォート（XS1） 14 トヨタ－44～ 型式追加 型式［TSS11・11Y・13Y］追加

ベルタ（SP9,CP9） 18

トヨタ－83・84 訂正 ポイントN,n：リヤフロアサイドメンバ基準穴サイズを
訂正［φ 18→φ 10］

トヨタ－89 訂正

ポイントQ,q：リヤフロアサイドメンバ基準穴サイズを
訂正［φ 18→φ 10］
ポイント Q,q から仮装基準線までの高さ数値を訂正
［Q,q－基準線：296mm→ 269mm］

ポルテ／スペイド

（NSP14,NCP14）
25 118～ 型式追加 型式［NSP141］追加

マークX（GRX13） 22

トヨタ－86 変更

平成 24年 8月より設定されたG`s グレード（カーボン
ルーフ採用車）は、下記測定ポイント数値を変更した。
［Ａ－ａ：1,081mm→ 1,076mm］
［Ａ－Ｂ：870mm→ 873mm］
［ａ－Ｂ：1,542mm→ 1,541mm］

トヨタ－87 変更

平成 24年 8月より設定されたG`s グレード（カーボン
ルーフ採用車）は、下記測定ポイント数値を変更した。
［ａ－Ａ：1,065mm→ 1,061mm］
［ａ－Ｂ：1,306mm→ 1,304mm］
［Ａ－Ｂ：666mm→ 668mm］

ランドクルーザー プラド
（GRJ15,TRJ15） 22 トヨタ－91～ 型式追加 型式［GDJ150W・151W］追加

ｉＱ（KGJ1） 21 トヨタ－135～ 型式追加 型式［NGJ10］追加

レ
ク
サ
ス

CT200h（ZWA10） 23 レクサス－46 追加 ポイント間数値追加［D－g：903mm］

GS250・350（GRL1） 24

159 ～ 型式追加 型式［GRL12・16］追加

160 変更 平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［Ｃ－F,c－ f：814mm→ 813mm］

175 変更

平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［B－c：917mm→ 918mm］
［b－c：381mm→ 382mm］
［Ｃ－d：888mm→ 887mm］
［Ｃ－D,c－d：332mm→ 331mm］

GS350・430（GRS19,UZS19） 18 トヨタ－152～ 車種追加 車種［GS460（URS190）］追加

GS450h（GWL1） 25

159～ 車種追加 車種［GS300h（AWL10）］追加

160 変更 平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［ポイントＣ－F,c－ f：814mm→ 813mm］

169 変更

平成 27年 10月～のポイント間数値変更
［B－c：917mm→ 918mm］
［b－c：381mm→ 382mm］
［Ｃ－d：888mm→ 887mm］
［Ｃ－D,c－d：332mm→ 331mm］

IS250・350（GSE3） 26 161 車種追加 車種［IS200t（ASE30）］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

レ
ク
サ
ス

LX570（URJ20） 28 115 訂正
測定ポイント位置の訂正
［Ｃ－ｃ：フードヒンジ取付ナット（前側）→
　　　　 フードヒンジ取付ナット（後側）］

※ 測定ポイントＣ－ｃの位置が前側→後側に訂正。
それによる数値の訂正はない。

RC350（GSC1） 27 169 車種追加 車種［RC200t（ASC10）］追加

RX350（GGL1）／
RX450h ハイブリッド（GYL1） 21 トヨタ－174～ 車種追加 車種［RX270（AGL10W）］追加／

型式［GYL10W］追加

日　
　

産

エクストレイル（T32） 26 206～ 車種追加 車種［エクストレイル ハイブリッド（HT32,
HNT32）］追加

エクストレイル（T31） 20 日産－8～ 型式追加 型式［DNT31］追加

キャラバン（E25） 18 日産－8～ 型式追加 型式［VRE25,CSGE25,SE25,SGE25］追加

セレナ（C26） 23 日産－9～ 車種追加 車種［セレナ S－ハイブリッド（HC26）］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

日　
　

産

デイズ（B21W） 26 431～ 追加

車体番号ー 0170001～よりエマージェンシーブレーキ
装着が設定され、カウルトップパネルが変更になり測
定基準点 25を変更→下図参照。
尚、下図以外は変更無し。

ティーダ（C11）／
ティーダ ラティオ（SC11） 17 日産－22 訂正 B－g, b－G ポイント間数値（左右対称）訂正

［B－g：1361mm, b－G：1351mm（左右非対称）］

デュアリス（J10） 20 日産－20～ 型式追加 型式［KJ10］追加

ノート（E12）

　※平成 28年 11月～の変更
　　・E12：510001 ～
　　・NE12：200001 ～

25

247 変更 ポイントN, n の穴径を変更
［φ 11（0.43）→φ 12（0.47）］

249 変更 A－Bポイント間数値を変更
［A－B：912mm（35.91）→ 913mm（35.94）］

250 変更 ポイントAの穴径を変更
［φ 7（0.28）→φ 9（0.35）］

254・257 変更 ポイントA, a の穴径を変更
［φ 11（0.43）→φ 12（0.47）］

ノート（E11） 18 日産－30～ 型式追加 型式［ZE11］追加

フーガ（Y51） 22 日産－12～ 車種追加 車種［フーガ ハイブリッド（HY51）］追加

フーガ（Y50） 17 日産－37・40 訂正 4WD車のポイント間数値訂正
［D,d－基準線：133mm→ 103mm］

ムラーノ（Z51） 21 日産－42～ 型式追加 型式［TZ51］追加

ラフェスタ ハイウェイスター
（CWE） 23 マツダー 33～ 型式追加 型式［CWFFWN］追加（マツダ プレマシーOEM）

AD／AD エキスパート（VY12） 21 日産－48～ 車名変更 車名［NV150 AD］に変更

NV100 クリッパー
（U71V・72V） 24 288 変更

平成 24年 9月以降～：サイドボデー寸法値を変更。
記載内容はミニキャブ バン＆タウンボックス（U61～
U64型）と同一

NV200 バネット (M20,VM20） 22 日産ー 29・33 変更

エンジンルーム直線 B－C（左右対称）ポイント間数値 
変更［B－C：346mm（13.62）→ 347mm（13.66）］
ボデーサイドU－u,U－H,V－v,V－H測定ポイント追加
［U－u：1510（59.45）］
［U－H：1139（44.84）左右対称］
［V－v：1548（60.94）］
［V－H：1364（53.70）左右対称］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

アクティ／アクティ バン
（HA6・7/HH5・6） 23 ホンダ－3 訂正 トラックのG－g ポイント間数値訂正

［G－g：1228mm］

インサイト（ZE2） 22 ホンダ－9～ 型式追加 型式［ZE3］追加

ヴェゼル（RU1・2）
ヴェゼル ハイブリッド（RU3・4） 26

256・280 訂正 ポイント F2､f2 フロントシート後部外側取付け穴φ
訂正［φ 13→φ 15］

269・270
293・294 訂正 ポイント a2エンジンサイドマウント用φ訂正

［φ 13（外）→φ 15（外）］

オデッセイ（RC1・2） 26 319 訂正 ポイント高さ数値訂正［a1：24mm→ 245mm］

グレイス ハイブリッド（GM4・5） 27 234 ～ 車種追加 車種［グレイス（GM6・9）］追加

フィット（GK3～6）
フィット ハイブリッド（GP5） 26

322～ 型式追加 型式［GP6］追加

344・366 訂正 ポイント a2エンジンサイドマウント用φ訂正
［φ 13（外）→φ 15（外）］

フィット ハイブリッド（GP1） 23 ホンダ－41～ 型式追加 型式［GP4］追加

CR－Z（ZF1） 22 ホンダ－38～ 型式追加 型式［ZF2］追加

N BOX／ N BOX＋（JF1・2） 25

304 訂正 ポイントB3、b3のφ訂正［φ 7→右側φ 7、左側φ 9］
ポイント間数値訂正［B2－B3：260mm→ 258mm］

307 訂正 ポイント間数値訂正［a－B：791mm→ 792mm］

320 訂正 ポイント間数値訂正［a－B：1300mm→ 1301mm］

321・322 訂正
ポイント間数値訂正
［e－F：1157mm→ 1156mm］
［e－ f：591mm→ 590mm］

323 訂正 ポイント間数値訂正［G－ i：1004mm→ 1003mm］

328 訂正

ポイント uの角度訂正［10.3°→ 10.8°］

329 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］

319 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

N ONE（JG1・2） 25

346 訂正
ポイント間数値訂正
［e－F：1157mm→ 1156mm］
［e－ f：591mm→ 590mm］

348 訂正 ポイント間数値訂正［G－h：1004mm→ 1003mm］

351・352 訂正

ポイント j 訂正［ポイント j → j1］
ポイント j3 訂正
　　　　　　［ポイント j3 → j2］
ポイント t の角度訂正
　　　　　　　［10.3°→ 10.8°］

353 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］

344 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照

N WGN／
N WGN カスタム（JH1・2） 26

383 訂正 ポイント間数値訂正［G－h：1004mm→ 1003mm］

387・388 訂正

ポイント j 訂正［ポイント j → j1］
ポイント j3 訂正
　　　　　　［ポイント j3 → j2］
ポイント t の角度訂正
　　　　　　　［10.3°→ 10.8°］

389・390 訂正

ポイントX訂正
［ ポイント X： リヤ ディファレンシャル マウント クロ

スメンバφ 13→
　　ポイントX右： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 13、
　　ポイントX左： リヤ ディファレンシャル マウント 

クロスメンバφ 15］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ホ　

ン　

ダ

N WGN／
N WGN カスタム（JH1・2） 26 378 訂正 ポイント間数値訂正→下図参照

三　
　

菱

ギャラン フォルティス（CY4） 20 三菱－2～ 型式追加 型式［CY3A,CY6A］追加

ギャラン フォルティス 
スポーツバック（CX4） 21 三菱－2～ 型式追加 型式［CX3A,CX6A］追加

コルト＋
（Z23W・24W・27W・27WG） 19 三菱－24～ 型式追加 型式［Z21W,Z22W］追加

デリカ D：2（MB36） 28
336 ～ 型式追加 型式［MB46S］追加

336 数値追加 ポイント間数値追加［36－23：408mm］

デリカ D：5（CV5） 19 三菱－35～

型式追加 型式［CV1W,CV2W,CV4W］追加

変更
CV1W型（4N1エンジン）は下図を参照。
CV1Wはフードロックステーブラケット（ポイント 20）
を廃止し、測定基準点（102）を追加した。

〔CV1W型（4N1エンジン）のみ〕 ※ これ以外の寸法は平成19年版のデリカＤ：５を参照。
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

三　
　

菱

番号 測定基準点 穴形状 大きさ
24 フロントバンパーリーンホースメント取付穴中心 丸 11mm
28 フロントインパクトセンサー取付穴中心 丸 12mm
29 フロントインパクトセンサー取付穴中心 丸 12mm
38 カウルトップインナーパネル取付穴中心（ボデー中心点） 丸 9mm
102 フロントエンドクロスメンバーアッパー切欠き（ボデー中心点） － －

パジェロ（V8・9） 19 三菱－46～ 型式追加 型式［V88W,V98W］追加

ミニキャブ バン＆タウンボックス
（U61～U64） 24 288 変更

平成 24 年 9 月以降～はサイドボデー寸法値＆基準穴
サイズを変更
［30～26：984mm→ 981mm］
［30～25：973mm→ 972mm］
［30の基準穴：9mm→ 11mm］

ミラージュ（A0） 25 378～ 型式追加 型式［A03A］追加

RVR（GA3） 22 三菱－25～ 型式追加 型式［GA4W］追加

ek ワゴン／ek ワゴン カスタム
（B11W） 26 345 訂正 リヤボデー寸法図を訂正→下図参照

マ　

ツ　

ダ

アクセラ／アクセラ ハイブリッド
（BM／BY） 26 446 ～ 型式追加 型式［BM2FS,BM6FJ］追加

アクセラ／アクセラ スポーツ
（BL） 23 マツダ－2～

型式追加 型式［BLFFP,BL6FJ/BLFFW］追加

訂正 ポイント名称訂正
［E：フロントコンビネーションライト取付穴］

デミオ（DJ） 27 292～ 型式追加 型式［DJLFS］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

マ　

ツ　

ダ

デミオ（DE） 23
マツダ－19～ 型式追加 型式［DEJFS］追加

マツダ－19 訂正 数値訂正（全モデル対象）→下図参照

ビアンテ（CC） 24 338～ 型式追加 型式［CCFFW］追加

プレマシー（CW） 23 マツダー 33～ 型式追加 型式［CWFFW］追加

CX-5（KE） 24 353～ 型式追加 型式［KE5AW, KE5FW］追加

MPV（LW♯） 16 マツダ－52 訂正
平成 15 年 9 月以降～の車両（フロント寸法）は、マツ
ダ－52頁のみを参照する。よって、マツダ－52頁の「平
成 15年 9月～」は削除となる。

富　

士　

重　

工

インプレッサ スポーツ／インプ
レッサ G4／スバル XV／スバル
XV ハイブリッド（GP/GJ/GPE）

26

492～ 車種追加 車種［インプレッサ スポーツ ハイブリッド（GPE）］追加

501 訂正

ポイント間数値訂正
［（35）R－B3（108R）：587mm（23.11in）→
　　　　　　　　　　 610mm（24.01in）］
［（35）R－B3（108L）：904mm（35.59in）→
　　　　　　　　　　 920mm（36.22in）］

インプレッサ WRX STI（GR） 21 富士重工－2～ 型式追加 型式［GVB,GVF］追加

エクシーガ（YA4・5） 22 富士重工－2～
型式追加 型式［YA9, YAM］追加

車名変更 車名［エクシーガ→エクシーガ クロスオーバー７］変更

フォレスター（SH） 20 富士重工－11～ 型式追加 型式［SH9,SHJ］追加

レガシィ（BM）／レガシィ B4（BR） 25

458 訂正
測定点名称訂正
［（78）（MT）→（78）（MT＆CVT（TR580））］
［（78）（CVT＆AT）→（78）（AT＆CVT（TR690））］

459 訂正

ポイント名称訂正
［ （78）R（MT）クロメン取付穴右側→
 （78）R（MT＆CVT（TR580））クロメン取付穴右側］
［ （78）L（MT）クロメン取付穴左側→
 （78）L（MT＆CVT（TR580））クロメン取付穴左側］
［ （78）（CVT＆AT）クロメン取付穴→
 （78）（CVT＆AT（TR690））クロメン取付穴］

レガシィ（BP）／レガシィ B4（BL） 19 富士重工－25～ 型式追加 型式［BPH/BL9］追加
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ス　

ズ　

キ

キャリイ（DA16） 26 521 変更 平成 27年 7月以降～フロントサスペンションフレーム
変更に伴い、測定ポイントと数値変更→下図参照

Ⅰ型：車台No.100001～
Ⅱ型：車台No.240001～

スイフト／スイフト スポーツ
（ZC11・21・31,ZD11・21） 18 スズキ－30～ 型式追加 型式［ZC71S］追加

ソリオ／ソリオ バンディット
（MA26・36） 28

336 ～ 型式追加 型式［MA46S］追加

336 数値追加 ポイント間数値追加［36－23：408mm］
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車名（略型式） 収録年版 ページ 概要 内容

ス　

ズ　

キ

スプラッシュ（XB32） 21 スズキ－21 変更

平成 24年 7月 30日頃からの発売車の
ポイント間数値変更
1～3型：［5－8, 5－9：568mm］
4型～　：［5－8, 5－9：567mm］

スペーシア（MK32） 26

523 ～ 型式追加 型式［MK42S］追加

523 数値追加

ポイント間数値追加［5－7：200mm］

ダ
イ
ハ
ツ

ムーヴ ラテ（L550・560） 17 ダイハツ－23 訂正 ポイントB, b の位置訂正→下図参照
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	 ［収録車種一覧表］	 （平成 9年版～平成 29年版）

★印：型式追加・車種追加・軽微な内容の訂正及び変更のあるモデル。［お知らせ（５ ～15 ペ ー ジ ）］参照。
●印：OEM 車または共同開発車でベース車両を参照するモデル。［共同開発車／ OEM 一覧表（26～28 ページ）］参照。

ト ヨ タ
アイシス（ZNM1, ANM1, ZGM1）★ 平成 19 年版

アクア（NHP10） 平成 24 年版

アバロン（CX1） 平成 10 年版 / 上

アベンシス（ZRT27） 平成 24 年版

アベンシス（AZT25・25W） 平成 18 年版

アリオン（T26） 平成 22 年版

アリオン（ZT24） 平成 15 年版

アリスト（S16） 平成 10 年版 / 上

アリスト（S14） 平成 11 年版

アルテッツァ（XE10） 平成 17 年版

アルテッツァ ジータ（E10W・15W） 平成 17 年版

アルファード（AGH3, GGH3） 平成 28 年版

アルファード（ANH2, GGH2）★ 平成 21 年版

アルファード G ／ V（NH1） 平成 15 年版

アルファード ハイブリッド（AYH30） 平成 28 年版

アルファード ハイブリッド（ATH20） 平成 24 年版

アルファード ハイブリッド（ATH10W） 平成 16 年版

アレックス（ZE12） 平成 19 年版

イスト（NCP11, ZSP11） 平成 21 年版

イスト（NCP6） 平成 15 年版

イプサム（ACM2） 平成 19 年版

イプサム（XM1－平成 10 年 4 月～） 平成 12 年版

イプサム（XM1－～平成 10 年 4 月） 平成 10 年版 / 上

ヴァンガード（ACA3, GSA3） 平成 25 年版

ウィッシュ（ZGE2） 平成 21 年版

ウィッシュ（NE1） 平成 16 年版

ヴィッツ （P13） 平成 27 年版

ヴィッツ（P9）★ 平成 20 年版

ヴィッツ（CP1） 平成 15 年版 

ヴィッツ ハイブリッド（NHP13） 平成 29 年版

ウィンダム（MCV30） 平成 14 年版

ウィンダム（MCV20・21） 平成 10 年版 / 上

ヴェルファイア（AGH3, GGH3） 平成 28 年版

ヴェルファイア（ANH2, GGH2）★ 平成 21 年版

ヴェルファイア ハイブリッド（AYH30） 平成 28 年版

ヴェルファイア ハイブリッド（ATH20） 平成 24 年版

ヴェロッサ（X11） 平成 14 年版

ヴォクシー ハイブリッド（ZWR80） 平成 26 年版

ヴォクシー（ZRR8） 平成 26 年版

ヴォクシー（ZRR7） 平成 22 年版

ヴォクシー（R6） 平成 17 年版

ヴォルツ（ZE13） 平成 15 年版

エスクァイア（ZRR8） 平成 27 年版

エスクァイア ハイブリッド (ZWR80） 平成 27 年版

エスティマ（ACR5, GSR5） 平成 18 年版

エスティマ（CR3・4） 平成 12 年版

エスティマ エミーナ（CR1・2, XR1・2）平成 10 年版 / 下

エスティマ ルシーダ（CR1・2, XR1・2）平成 10 年版 / 下

エスティマ T ／ L（CR1・2） 平成 10 年版 / 下

エスティマ ハイブリッド（AHR20W） 平成 19 年版

エスティマ ハイブリッド（AHR10W） 平成 14 年版

オーパ（CT1） 平成 13 年版 

オーリス（NZE18, ZRE18, NRE18）★ 平成 25 年版

オーリス（NZE15, ZRE15） 平成 21 年版

オーリス ハイブリッド（ZWE18） 平成 29 年版

ガイア（M1） 平成 15 年版

カムリ ハイブリッド（AVV50） 平成 24 年版

カムリ（ACV4） 平成 18 年版

カムリ（ACV3） 平成 14 年版

カムリ／カムリ グラシア（XV2, CV2） 平成 12 年版

カムリ（SV4, CV4） 平成 10 年版 / 上

カリーナ（T21） 平成 11 年版

カリーナ ED（ST200～205） 平成 10 年版 / 上

カルディナ（T24W） 平成 15 年版

カルディナ（T19－平成 8 年 1 月～） 平成 9 年版

カレン（ST206～208） 平成 10 年版 / 上

カローラ（E12） 平成 13 年版

カローラ（E11） 平成 11 年版

カローラ アクシオ（E16）★ 平成 25 年版

カローラ アクシオ（E14） 平成 23 年版

カローラ アクシオ ハイブリッド
(NKE165）

平成 26 年版

カローラ スパシオ（E12） 平成 14 年版

カローラ スパシオ（E11） 平成 10 年版 / 上

カローラ フィールダー（E16G）★ 平成 25 年版

カローラ フィールダー（E14G） 平成 23 年版

カローラ フィールダー（E12G） 平成 13 年版

カローラ フィールダー ハイブリッド
(NKE165G）

平成 26 年版

カローラ ランクス（ZE12） 平成 19 年版 
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カローラ ルミオン（E15N） 平成 22 年版

カローラ ワゴン／バン（E10） 平成 11 年版

カローラⅡ（L5） 平成 10 年版 / 上

キャミ（J100～122）● 平成 13 年版 

クラウン（GRS21, ARS21）★ 平成 25 年版

クラウン（GRS20） 平成 20 年版

クラウン（S18） 平成 22 年版 

クラウン（S17） 平成 14 年版

クラウン（S15） 平成 11 年版

クラウン エステート（S17W） 平成 19 年版

クラウン コンフォート（XS1,SS1）★ 平成 14 年版

クラウン セダン（XS1,BS1,SS1）★ 平成 15 年版

クラウン ハイブリッド（AWS211－4WD） 平成 27 年版

クラウン ハイブリッド（AWS210－2WD） 平成 26 年版

クラウン ハイブリッド（GWS204） 平成 21 年版

クラウン マジェスタ（AWS215－4WD） 平成 27 年版

クラウン マジェスタ（GWS214－2WD） 平成 26 年版

クラウン マジェスタ（URS20,UZS20） 平成 21 年版

クラウン マジェスタ（UZS18） 平成 22 年版

クラウン マジェスタ（S17） 平成 17 年版

クラウン マジェスタ（S15） 平成 10 年版 / 上

クラウン マジェスタ（S14） 平成 11 年版

グランド ハイエース（CH1） 平成 13 年版 

グランビア（CH1） 平成 13 年版 

クルーガー ハイブリッド（MHU28W） 平成 18 年版

クルーガー V（CU2） 平成 19 年版 

クレスタ（X10） 平成 11 年版

コルサ（L5） 平成 10 年版 / 上

コロナ プレミオ／コロナ（T21） 平成 11 年版

コロナ EXiV（ST200～205） 平成 10 年版 / 上

コンフォート（XS1, SS1）★ 平成 14 年版

サクシード（NCP16） 平成 28 年版

サクシード（P5） 平成 22 年版

シエンタ（NCP17, NSP17） 平成 28 年版

シエンタ（NCP8） 平成 16 年版

シエンタ ハイブリッド（NHP17） 平成 28 年版

スープラ（JZA80） 平成 10 年版 / 上

スターレット（P9） 平成 10 年版 / 上

スパーキー（S221・231）● 平成 14 年版

スプリンター（E11） 平成 11 年版

スプリンター カリブ（E11G） 平成 10 年版 / 上

スプリンター ワゴン／バン（E10） 平成 11 年版

スペイド（NCP14, ZCP14）★ 平成 25 年版

セリカ（ZZT23） 平成 12 年版

セリカ（ST202～205） 平成 10 年版 / 上

セルシオ（CF3） 平成 13 年版 

セルシオ（CF2） 平成 10 年版 / 上

センチュリー（GZG50） 平成 9 年版

ソアラ（UZZ40） 平成 19 年版

ソアラ（Z3） 平成 10 年版 / 上

ターセル（L5） 平成 10 年版 / 上

ダイナ（U3, U4, Y2） 平成 17 年版

ダイナ（YY201, LY201） 平成 12 年版

タウンエース（S40・41） 平成 24 年版

タウンエース トラック（M7・8） 平成 15 年版 

タウンエース トラック（M5・6） 平成 10 年版 / 下

タウンエース ノア（R4・5） 平成 11 年版

タウンエース バン（R4・5） 平成 18 年版

タンク（M900・910） 平成 29 年版

チェイサー（X10） 平成 11 年版

ツーリング ハイエース（CH4, XH4） 平成 13 年版

デュエット（M100～111）● 平成 13 年版 

トヨエース（U3, U4, Y2） 平成 17 年版

トヨエース（YY201, LY201） 平成 12 年版

ナディア（N1） 平成 14 年版

ノア ハイブリッド（ZWR80） 平成 26 年版

ノア（ZRR8） 平成 26 年版

ノア（ZRR7） 平成 22 年版

ノア（R6） 平成 17 年版

ハイエース（H2） 平成 22 年版

ハイエース
（H10・11・12・14・16～18）

平成 17 年版

ハイエース レジアス（H4） 平成 13 年版 

ハイラックス（N14～17） 平成 16 年版

ハイラックス サーフ（N21） 平成 18 年版

ハイラックス サーフ（N18） 平成 13 年版 

パッソ（M700・710）● 平成 29 年版

パッソ（KGC3, QNC3）● 平成 22 年版

パッソ（KGC1, QNC1）● 平成 21 年版

パッソ セッテ（M502・512）● 平成 21 年版

ハリアー（ZSU60W,ZSU65W） 平成 26 年版

ハリアー（CU3, SU3） 平成 18 年版 

ハリアー（U1） 平成 13 年版

ハリアー ハイブリッド（AVU65W） 平成 26 年版

ハリアー ハイブリッド（MHU38W） 平成 18 年版

ピクシス エポック（LA300・310）● 平成 24 年版

ピクシス ジョイ（LA250・260）● 平成 28 年版

ピクシス スペース（LA575・585）● 平成 21 年版

ピクシス トラック（S500・510）● 平成 27 年版

ピクシス トラック（S201・211）● 平成 21 年版

ピクシス バン（S321・331）● 平成 20 年版

ピクシス メガ（LA700・710）● 平成 27 年版
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ト ヨ タ
ビスタ／ビスタ アルデオ（V5） 平成 15 年版

ビスタ（SV4, CV4） 平成 10 年版 / 上

ファンカーゴ（NCP2） 平成 19 年版

プラッツ（CP1） 平成 15 年版

プリウス（ZVW5） 平成 29 年版

プリウス（ZVW30） 平成 24 年版 

プリウス（NHW2） 平成 21 年版 

プリウス（NHW1） 平成 13 年版 

プリウス PHV（ZVW35） 平成 24 年版

プリウスα（ZVW4） 平成 24 年版

ブレイド（AZE15, GRE15） 平成 24 年版

ブレビス（JCG1） 平成 19 年版

プレミオ（T26） 平成 22 年版

プレミオ（ZT24）　 平成 15 年版

プログレ（G1：2WD） 平成 11 年版

プログレ（G1：4WD） 平成 12 年版

プロナード（MCX20） 平成 13 年版 

プロボックス（NCP16, NSP16） 平成 28 年版

プロボックス（P5） 平成 22 年版

ベルタ（SP9, CP9）★ 平成 18 年版

ポルテ（NCP14, ZCP14）★ 平成 25 年版

マークＸ（GRX13）★ 平成 22 年版

マークＸ（GRX12） 平成 17 年版

マークＸ Ｚｉｏ（ANA1, GGA1） 平成 21 年版

マークⅡ（X11） 平成 13 年版

マークⅡ（X10） 平成 11 年版

マークⅡ クオリス（XV2W, CV2W） 平成 12 年版

ライトエース（S40・41） 平成 24 年版

ライトエース トラック（M7・8） 平成 15 年版 

ライトエース トラック（M5・6） 平成 10 年版 / 下

ライトエース ノア（R4・5） 平成 11 年版

ライトエース バン（R4・5） 平成 18 年版

ラウム（NCZ2） 平成 16 年版 

ラウム（EXZ10・15） 平成 10 年版 / 上

ラクティス（NCP12, NSP12） 平成 23 年版

ラクティス（SCP1, NCP1） 平成 18 年版

ラッシュ（J200・210） 平成 18 年版

ランドクルーザー プラド（J15）★ 平成 22 年版

ランドクルーザー プラド（J12） 平成 18 年版

ランドクルーザー プラド（J9） 平成 13 年版 

ランドクルーザー 200
（UZJ20, URJ20）

平成 20 年版

ランドクルーザー 100（ J10） 平成 10 年版 / 下

ランドクルーザー 70
（J7－平成 11 年８月～平成 16 年 10 月）

平成 12 年版

ルーミー（M900・910） 平成 29 年版

レジアス（H4） 平成 13 年版 

レジアスエース（H2） 平成 22 年版

レジアス エース（H10～18） 平成 17 年版

８６（ZN） 平成 25 年版

ｂＢ（QNC2） 平成 21 年版

ｂＢ（NCP3） 平成 14 年版

Ｃ－ＨＲ（NGX5） 平成 29 年版

Ｃ－ＨＲ ハイブリッド（ZYX1） 平成 29 年版

FJ クルーザー（GSJ15） 平成 23 年版

ｉＱ（KGJ1, NGJ1）★ 平成 21 年版

ＭＲ２（SW20） 平成 10 年版 / 上

ＭＲ－Ｓ（ZZW30） 平成 12 年版

ＳＡＩ（AZK10） 平成 27 年版

ＲＡＶ４（ACA3） 平成 18 年版

ＲＡＶ４ Ｌ／Ｊ（CA2） 平成 13 年版 

ＲＡＶ４ Ｌ／Ｊ（XA1） 平成 10 年版 / 上

ＲＡＶ４ ソフトトップ（XA10C） 平成 11 年版

ＷｉＬＬ サイファ（NCP7） 平成 15 年版

ＷｉＬＬ Ｖｉ（NCP19） 平成 12 年版

ＷｉＬＬ ＶＳ（ZE12） 平成 14 年版

ＣＴ２００ｈ（ZWA10）★ 平成 23 年版

ＧＳ２５０・３５０（GRL1）★ 平成 24 年版

ＧＳ３５０・４３０・４６０ 
（GRS19，UZS19，URS19）★

平成 18 年版

ＧＳ４５０ｈ・３００ｈ
（GWL1, AWL1）★

平成 25 年版

ＧＳ４５０ｈ（GWS191） 平成 20 年版

ＨＳ２５０ｈ（ANF10） 平成 22 年版

ＩＳ－Ｆ（USE20） 平成 21 年版

ＩＳ２５０・３５０・２００ｔ
（GSE3, ASE3）★

平成 26 年版

ＩＳ２５０・３５０（GSE2） 平成 21 年版

ＩＳ２５０Ｃ（GSE2） 平成 22 年版

ＩＳ３００ｈ（AVE30） 平成 26 年版

ＬＳ４６０・４６０Ｌ
（USF4－平成 24 年 9 月～）

平成 25 年版

ＬＳ４６０・４６０Ｌ
（USF4－～平成 24 年 9 月）

平成 21 年版

ＬＳ６００ｈ・６００ｈＬ
（UVF4－平成 24 年 9 月～）

平成 25 年版

ＬＳ６００ｈ・６００ｈＬ
（UVF4－～平成 24 年 9 月）

平成 20 年版

ＬＸ５７０（URJ2）★ 平成 28 年版
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ＮＸ２００ｔ（AGZ1） 平成 27 年版

ＮＸ３００ｈ（AYZ1） 平成 27 年版

ＲＣ３００ｈ（AVC10） 平成 27 年版

ＲＣ３５０・２００ｔ（GSC1, ASC1）★ 平成 27 年版

ＲＸ２００ｔ（AGL2） 平成 28 年版

ＲＸ２７０・３５０ 
（AGL10, GGL10・15・16）★

平成 21 年版

ＲＸ４５０ｈ（GYL2） 平成 28 年版

ＲＸ４５０ｈ（GYL10・15・16）★ 平成 21 年版

ＳＣ４３０（UZZ40） 平成 19 年版

日　産
アトラス（F24） 平成 20 年版

アトラス（F23） 平成 12 年版

アベニール（W11） 平成 15 年版

アベニール（W10） 平成 10 年版 / 上

ウイングロード（Y12） 平成 19 年版

ウイングロード（Y11） 平成 16 年版 

ウイングロード
（Y10－平成 8 年 5 月～）

平成 10 年版 / 上

エキスパート（VW11） 平成 12 年版

エクストレイル（T32）／
エクストレイル ハイブリッド（HT32）★

平成 26 年版

エクストレイル（T31）★ 平成 20 年版

エクストレイル（T30） 平成 13 年版 

エルグランド（E52） 平成 23 年版 

エルグランド（E51） 平成 17 年版 

エルグランド（E50）     平成 15 年版 

オッティ（H92W）● 平成 23 年版

オッティ（H91W）● 平成 17 年版

キャラバン（E25）★ 平成 18 年版

キャラバン（E24） 平成 10 年版 / 下

キューブ（Z12） 平成 21 年版

キューブ（Z11） 平成 18 年版

キューブ（Z10） 平成 12 年版

キューブ３（キュービック）（GZ11） 平成 18 年版

クリッパー／クリッパー リオ
（U71・72）●

平成 24 年版

グロリア（Y34） 平成 12 年版

サニー（B15） 平成 12 年版

サニー（B14） 平成 10 年版 / 上

サファリ（Y61） 平成 15 年版

シーマ（HGY51） 平成 25 年版 

シーマ（F50） 平成 13 年版 

シーマ（FY33） 平成 10 年版 / 上

ジューク（F15） 平成 25 年版

シルビア（S15） 平成 11 年版

シルビア（S14） 平成 10 年版 / 上

シルフィ（B17） 平成 25 年版

スカイライン（V37） 平成 27 年版

スカイライン（V36） 平成 21 年版

スカイライン（V35） 平成 15 年版

スカイライン クーペ（CKV36） 平成 21 年版

スカイライン クーペ（CPV35） 平成 15 年版

スカイライン（R34） 平成 11 年版

スカイライン（R33） 平成 10 年版 / 上

スカイライン クロスオーバー（J50） 平成 22 年版

スカイライン ハイブリッド（HV37） 平成 27 年版

ステージア（M35） 平成 17 年版

ステージア（WC34） 平成 10 年版 / 上

セドリック（Y34） 平成 12 年版

セドリック（Y33） 平成 10 年版 / 上

セフィーロ（A33） 平成 11 年版

セフィーロ／セフィーロ ワゴン（A32） 平成 10 年版 / 上

セレナ（C27） 平成 29 年版

セレナ（C26） ／
セレナ S－ハイブリッド（HC26）★

平成 23 年版

セレナ（C25） 平成 24 年版

セレナ（C24） 平成 14 年版

セレナ ／バネット セレナ（C23） 平成 10 年版 / 下

ダットサン トラック（D22） 平成 12 年版

デイズ（B21W）●★ 平成 26 年版

デイズ ルークス（B21A）● 平成 26 年版

ティアナ（L33） 平成 27 年版

ティアナ（J32） 平成 21 年版

ティアナ（J31） 平成 16 年版

ティーダ（C11）／
ティーダ ラティオ（SC11）★

平成 17 年版

ティーノ（V10）     平成 13 年版 

デュアリス（ J10）★ 平成 20 年版

テラノ（R50） 平成 12 年版

ノート（E12）★ 平成 25 年版

ノート（E11）★ 平成 18 年版

ノート e － POWER（HE12） 平成 29 年版

バサラ（JU30） 平成 15 年版

バネット バン／トラック（SK）● 平成 16 年版

パルサー（N15） 平成 10 年版 / 上

ピノ（HC24）● 平成 18 年版

フェアレディＺ ロードスター（HZ34） 平成 22 年版

フェアレディＺ（Z34） 平成 21 年版

フェアレディＺ（Z33） 平成 16 年版

フェアレディ Z（Z32） 平成 10 年版 / 上
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日　産
フーガ（Y51）／
フーガ ハイブリッド（HY51）★

平成 22 年版

フーガ（Y50）★ 平成 20 年版

プリメーラ（P12） 平成 14 年版

プリメーラ UK（FHP11） 平成 9 年版

プリメーラ／カミノ（P11） 平成 15 年版

ブルーバード（U14） 平成 11 年版

ブルーバード シルフィ（G11） 平成 19 年版

ブルーバード シルフィ（G10） 平成 16 年版 

プレーリー ジョイ
（M11－平成 7 年 8 月～）

平成 9 年版

プレーリー リバティ／リバティ（M12） 平成 14 年版

プレサージュ（U31） 平成 16 年版

プレサージュ（U30） 平成 14 年版

プレジデント（PGF50） 平成 18 年版

プレセア（R11） 平成 9 年版

ホーミー（E24） 平成 10 年版 / 下

マーチ（K13） 平成 23 年版

マーチ（K12） 平成 18 年版

マーチ（K11－平成 11 年 4 月～） 平成 12 年版

マーチ（K11－～平成 11 年 4 月） 平成 10 年版 / 上

マイクラ C+C（FHZK12） 平成 20 年版

ムラーノ（Z51）★ 平成 21 年版

ムラーノ（Z50） 平成 17 年版

モコ（MG33）● 平成 23 年版

モコ（MG22S） 平成 18 年版

モコ（MG21S）● 平成 15 年版

ラティオ（N17） 平成 25 年版

ラフェスタ（B30） 平成 17 年版

ラフェスタ ハイウェイスター（CWE）●★ 平成 23 年版

ラルゴ（W30） 平成 10 年版 / 下

リーフ（ZE0，AZEO） 平成 26 年版

ルキノ（B14） 平成 10 年版 / 上

ルキノ（N15） 平成 10 年版 / 上

ルネッサ（N30） 平成 10 年版 / 上

レグラス（JR50） 平成 12 年版

レパード（JY33） 平成 10 年版 / 上

ローレル（C35） 平成 11 年版

１８０ＳＸ（RS13） 平成 10 年版 / 上

ＡＤ／ＡＤエキスパート／
NV150 AD （VY12）★

平成 21 年版 

ＡＤ（VY11） 平成 16 年版 

ＧＴ－Ｒ（R35） 平成 20 年版

ＪＵＫＥ（F15） 平成 25 年版

ＫＩＸ（キックス）（H59A）● 平成 21 年版 

NT100 クリッパー（U71・72）●★ 平成 24 年版

NT100 クリッパー トラック
(DR16T）●★

平成 26 年版

NV100 クリッパー（U71・72）●★ 平成 24 年版

NV100 クリッパー バン（DR17V）● 平成 28 年版

NV100 クリッパー バン（DR64V）● 平成 26 年版

NV100 クリッパー リオ (DR17W）● 平成 28 年版

NV100 クリッパー リオ (DR64W）●★ 平成 26 年版

NV150 AD （VY12）★ 平成 21 年版 

NV 200 バネット（M20）★ 平成 22 年版 

NV 350 キャラバン（E26） 平成 25 年版 

ＲＯＯＸ（ML21）● 平成 23 年版 

ホ ン ダ
アヴァンシア（TA1～4） 平成 13 年版 

アクティ トラック（HA8・9） 平成 22 年版

アクティ／アクティ バン
（HA6・7 ／ HH5・6）★

平成 23 年版 

アコード／アコード ツアラー（CU／CW） 平成 23 年版 

アコード（CL7～9） 平成 17 年版 

アコード（CF3～5, CL1・3） 平成 13 年版 

アコード ワゴン（CM1～3） 平成 17 年版 

アコード ワゴン（CF6・7, CH9, CL2） 平成 13 年版

アコード（CD3～6） 平成 9 年版

アコード ハイブリッド（CR6） 平成 26 年版

アスコット（CE4・5） 平成 9 年版

インサイト（ZE2・3）★ 平成 22 年版

インサイト（ZE1） 平成 12 年版

インスパイア（CP3） 平成 20 年版

インスパイア（UC1） 平成 16 年版

インスパイア（UA4・5） 平成 14 年版

インスパイア（UA1～3） 平成 10 年版 / 上

インテグラ SJ（EK3） 平成 9 年版

インテグラ（DC5） 平成 15 年版

インテグラ（DC1・2, DB6～9） 平成 10 年版 / 上

ヴェゼル（RU1･2）★／
ヴェゼル ハイブリッド（RU3･4）

平成 26 年版

エアウェイブ（GJ1･2） 平成 21 年版

エディックス（BE1～4・8） 平成 19 年版 

エリシオン（RR1～4） 平成 21 年版 

エリシオン プレステージ（RR1・2・5・6） 平成 21 年版 

エレメント（YH2） 平成 16 年版 

オデッセイ（RC1･2）★ 平成 26 年版

オデッセイ（RB3･4） 平成 21 年版 

オデッセイ（RB1･2） 平成 19 年版 
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オデッセイ（RA6～9） 平成 15 年版 

オデッセイ（RA1～4） 平成 11 年版

オデッセイ ハイブリッド（RC4） 平成 29 年版

オデッセイ プレステージ（RA5） 平成 11 年版

オルティア（EL1～3） 平成 10 年版 / 上

キャパ（GA4・6） 平成 13 年版 

グレイス（GM6・9）★／
グレイス ハイブリッド（GM4・5）

平成 27 年版

クロスロード（RT1～4） 平成 19 年版

ザッツ（JD1・2） 平成 17 年版

ジェイド（FR5） 平成 28 年版

ジェイド ハイブリッド（FR4） 平成 28 年版

シビック（FD1・2） 平成 21 年版

シビック（EU1～4） 平成 19 年版 

シビック（EK2～5・8・9） 平成 10 年版 / 上

シビック クーペ（EJ7） 平成 11 年版

シビック タイプ R（FK2） 平成 28 年版

シビック タイプ R（FD2） 平成 21 年版

シビック タイプ R（EP3） 平成 14 年版

シビック タイプ R EURO（FN2） 平成 22 年版

シビック ハイブリッド（FD3） 平成 21 年版

シビック ハイブリッド（ES9） 平成 19 年版

シビック フェリオ
（ES1～3, EN2, ET2）

平成 19 年版

シビック フェリオ（EK2～5・8・9） 平成 10 年版 / 上

シャトル（GK8・9） 平成 28 年版

シャトル ハイブリッド（GP7・8） 平成 28 年版

ステップワゴン（RP1～4） 平成 28 年版

ステップワゴン（RK １・２・５・６） 平成 22 年版

ステップワゴン（RG1～4） 平成 18 年版

ステップワゴン（RF3・4・7・8） 平成 16 年版 

ステップ ワゴン（RF1・2） 平成 10 年版 / 上

ステップワゴン スパーダ（RF5～8） 平成 16 年版

ストリーム（RN6～9） 平成 21 年版 

ストリーム（RN1～5） 平成 17 年版 

セイバー（UA4・5） 平成 14 年版

セイバー（UA1～3） 平成 10 年版 / 上

ゼスト（JE1・2） 平成 23 年版

ゼスト スパーク（JE1・2） 平成 23 年版

ドマーニ（MB3～5） 平成 10 年版 / 上

トルネオ（CF3～5, CL1・3） 平成 13 年版 

パートナー（GJ3・4） 平成 21 年版

パートナー（EY6～9） 平成 10 年版 / 上

バモス（HM1・2） 平成 24 年版 

バモス ホビオ（HM3・4, HJ1・2） 平成 24 年版 

フィット (GK3～6）★ 平成 26 年版

フィット（GE6～9） 平成 23 年版

フィット（GD1～4） 平成 20 年版

フィット アリア（GD6～9） 平成 23 年版

フィット シャトル（GG7・8） 平成 24 年版

フィット シャトル ハイブリッド（GP2） 平成 24 年版

フィット ハイブリッド (GP5･6）★ 平成 26 年版

フィット ハイブリッド（GP1・4）★ 平成 23 年版

フリード（GB5･6） 平成 29 年版

フリード／フリード スパイク（GB3･4） 平成 23 年版

フリード ハイブリッド（GB7･8） 平成 29 年版

フリード ハイブリッド／
フリード スパイク ハイブリッド（GP3）

平成 24 年版

プレリュード（BB5～8） 平成 10 年版 / 上

ホライゾン（UBS25～73）● 平成 11 年版

モビリオ／ モビリオ スパイク（GK1・2） 平成 19 年版

ライフ（JC1・2） 平成 21 年版 

ライフ（JB5～8） 平成 23 年版 

ライフ（JB1・2） 平成 15 年版 

ライフ（JA4） 平成 10 年版 / 下

ライフ ダンク（JB3・4） 平成 15 年版

ラグレイト（RL1） 平成 12 年版

ラファーガ（CE4・5） 平成 9 年版

レジェンド ハイブリッド（KC2） 平成 28 年版

レジェンド（KB1・2） 平成 21 年版

レジェンド（KA9） 平成 10 年版 / 上

ロゴ（GA3・5） 平成 13 年版 

ＣＲ－Ｖ（RM1・4） 平成 24 年版

ＣＲ－Ｖ（RE3・4） 平成 21 年版

ＣＲ－Ｖ（RD4～7） 平成 19 年版

ＣＲ－Ｖ（RD1・2） 平成 11 年版

ＣＲ－Ｚ（ZF1・2）★ 平成 22 年版

ＨＲ－Ｖ（GH1～4） 平成 12 年版

N ＢＯＸ／ N ＢＯＸ ＋（JF1・2）★ 平成 25 年版

N ＢＯＸ スラッシュ（JF1・2） 平成 27 年版

N ONE（JG1・2）★ 平成 25 年版

N WGN（JH1･2）★ 平成 26 年版

Ｓ２０００（AP1・2） 平成 18 年版

Ｓ－ＭＸ（RH1・2） 平成 10 年版 / 上

ＭＤＸ（YD1） 平成 16 年版 

Ｚ（PA1） 平成 11 年版

三　菱
アウトランダー（GF7W・8W） 平成 26 年版

アウトランダー（CW4W・5W・6W） 平成 22 年版

アウトランダー PHEV（GG2W） 平成 26 年版

アスパイア（EA, EC） 平成 13 年版 
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三　菱
エアトレック（CU2W・4W・5W） 平成 15 年版

カリスマ（DA2A） 平成 9 年版

ギャラン（EA, EC） 平成 13 年版 

ギャラン フォルティス（CY）★ 平成 20 年版

ギャラン フォルティス スポーツバック 
（CX）★

平成 21 年版

グランディス（NA4W） 平成 18 年版 

コルト プラス 
（Z21W～24W・27W・27WG）★

平成 19 年版

コルト（Z21A～28A・27AG） 平成 19 年版

シャリオ グランディス（N84～96） 平成 12 年版

ストラーダ（K74） 平成 11 年版

タウンボックス（DS17）● 平成 28 年版

タウンボックス（U61～64）★ 平成 24 年版 

タウンボックス ワイド（U65・66） 平成 12 年版

チャレンジャー（K94W～99W） 平成 10 年版 / 下

ディアマンテ（F31～ F47）  平成 13 年版 

ディアマンテ ワゴン（F36W） 平成 11 年版

ディオン（CR5W・6W・9W） 平成 15 年版 

ディグニティ（BHGY51）● 平成 25 年版

ディグニティ（S43） 平成 12 年版

デリカ スペースギア（PA～PF） 平成 13 年版 

デリカ バン（BVM20）● 平成 22 年版

デリカ バン／トラック／カーゴ（SK）● 平成 16 年版

デリカ D：5（CV1W･2W・4W・5W）★ 平成 19 年版

デリカ D：3（BM20）● 平成 22 年版

デリカ D：2 ／デリカ D：2 カスタム
（MB36・46）●★

平成 28 年版

デリカ D：2（MB15）● 平成 23 年版

トッポ（H82A） 平成 21 年版

トッポ ＢＪ（H41～47） 平成 12 年版

トッポ ＢＪ ワイド（H43・48） 平成 12 年版

パジェロ（V83W～98W）★ 平成 19 年版

パジェロ（V63W～ 78W） 平成 18 年版 

パジェロ（V14～55） 平成 11 年版

パジェロ イオ（H61W～77W） 平成 13 年版 

パジェロ ミニ（H53・58） 平成 21 年版

パジェロ ミニ（H51・56） 平成 10 年版 / 下

プラウディア（BY51）● 平成 22 年版

プラウディア（S32・33） 平成 12 年版

ミニカ（H42・47） 平成 12 年版

ミニカ（H31～37） 平成 10 年版 / 下

ミニキャブ（U61～64）★ 平成 24 年版 

ミニキャブ バン（DS17）● 平成 28 年版

ミニキャブ トラック（DS16）●★ 平成 26 年版

ミニキャブ MiEV（U67） 平成 24 年版

ミラージュ（A0）★ 平成 25 年版

ミラージュ セダン（CK, CM） 平成 11 年版

ミラージュ アスティ ＲＳ（CJ, CL） 平成 9 年版 

ミラージュ ディンゴ（CQ1・2・5） 平成 13 年版 

ミラージュ ＨＢ（CJ, CL） 平成 10 年版 / 上

ランサー（CS2A・5A・6A） 平成 17 年版

ランサー（CK, CM） 平成 11 年版  

ランサー カーゴ（CVY12）● 平成 21 年版 

ランサー カーゴ（CS2V） 平成 15 年版

ランサー セディア（CS2A・5A・6A） 平成 17 年版

ランサー セディア ワゴン（CS2W・5W） 平成 17 年版

ランサー エボリューションⅩ（CZ4A） 平成 20 年版

ランサー エボリューション
Ⅶ・Ⅷ・Ⅷ MR・Ⅸ・Ⅸ MR（CT9A）

平成 18 年版

ランサー エボリューションⅤ・Ⅵ（CP9A） 平成 11 年版

ランサー エボリューション Ⅳ（CN9A） 平成 11 年版 

ランサー エボリューション ワゴン／
ワゴン MR（CT9W）

平成 18 年版

ランサー ワゴン（CS2W･5W） 平成 17 年版

リベロ（CB, CD） 平成 10 年版 / 上

レグナム（EA, EC） 平成 13 年版 

ｅＫスペース／ｅＫ スペース カスタム
(B11A）

平成 26 年版

ｅＫワゴン／ｅＫカスタム（B11W）★ 平成 26 年版

ｅＫワゴン シリーズ（H82W） 平成 23 年版

ｅＫワゴン シリーズ（H81W） 平成 17 年版

ＦＴＯ（DE2・3） 平成 10 年版 / 上

ＧＴＯ（Z15・16） 平成 10 年版 / 上

i（アイ）（HA1W） 平成 18 年版

ｉ－ＭｉＥＶ（HA3） 平成 22 年版

ＲＶＲ（GA3・4）★ 平成 22 年版

ＲＶＲ／ＲＶＲ スポーツ ギア（N6・7） 平成 14 年版

マ ツ ダ
アクセラ（BM）★ 平成 26 年版

アクセラ／アクセラ スポーツ（BL）★ 平成 23 年版 

アクセラ ハイブリッド（BY） 平成 26 年版

アテンザ（GJ） 平成 29 年版

アテンザ（GH） 平成 21 年版

アテンザ（GG, GY） 平成 18 年版

マツダスピード アクセラ（BK） 平成 20 年版

マツダスピード アテンザ（GG3P） 平成 18 年版

イクシオン（CP8WF） 平成 17 年版 

エスケープ（EP） 平成 16 年版 
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カペラ／カペラ ワゴン（GF, GW） 平成 11 年版

カペラ カーゴ／ワゴン／バン（GV） 平成 9 年版

キャロル（HB36）● 平成 27 年版 

キャロル（HB25）● 平成 24 年版 

キャロル（HB24）● 平成 18 年版 

キャロル（HB12～23）● 平成 19 年版 

キャロル エコ（HB35）● 平成 24 年版

スクラム バン・ワゴン（DG17）● 平成 28 年版 

スクラム バン・ワゴン（DG64）● 平成 18 年版 

スクラム バン・ワゴン 
（DG52・62, DH52）●

平成 17 年版 

スクラム トラック（DG16T）●★ 平成 26 年版

スクラム トラック
（DG52～63, DH52）●

平成 18 年版 

スピアーノ（HF21）● 平成 16 年版

センティア（HE） 平成 10 年版 / 上

タイタン（WH）  平成 13 年版 

タイタン ダッシュ（SY） 平成 13 年版 

デミオ（DJ）★ 平成 27 年版

デミオ（DE）★ 平成 23 年版 

デミオ（DY） 平成 18 年版 

デミオ（DW） 平成 12 年版

テルスター／テルスター ワゴン（GF, GW） 平成 11 年版

テルスター ワゴン（GV） 平成 9 年版

トリビュート（EP） 平成 18 年版 

ビアンテ（CC）★ 平成 24 年版

ファミリア セダン／ HB（BH） 平成 10 年版 / 上

ファミリア 3ドア（BH－平成8年9月～） 平成 9 年版

ファミリア（BJ） 平成 19 年版

ファミリア バン（BVY12）● 平成 21 年版

ファミリア バン／ワゴン（BY11）● 平成 16 年版

ファミリア ワゴン（BWY10） 平成 10 年版 / 上

フェスティバ ミニワゴン（DW） 平成 12 年版

フリーダ（SG） 平成 14 年版 

フレア（MJ34･44）● 平成 28 年版

フレア ワゴン (MM32･42）●★ 平成 26 年版

フレア クロスオーバー（MS31･41）● 平成 28 年版

フレアワゴン（MK21）● 平成 23 年版

プレマシー（CW）★ 平成 23 年版 

プレマシー（CR3W・EW） 平成 17 年版 

プレマシー（CP） 平成 17 年版 

プロシード レバンテ 
（TF52, TJ32～62）●

平成 13 年版 

プロシード レバンテ（TF11～TJ61）● 平成 9 年版 

ベリーサ（DC5W・5R） 平成 17 年版

ボンゴ バン／トラック（SK） 平成 16 年版

ボンゴ フレンディ（SG） 平成 14 年版

ボンゴ ブローニィ バン／トラック（SK） 平成 16 年版

ミレーニア（TA） 平成 19 年版 

ユーノス 800（TA） 平成 13 年版 

ラピュタ（HP11～22）● 平成 19 年版 

レーザー リデア（BJ） 平成 12 年版

レーザー 3 ドア
（BH－平成 8 年 9 月～）

平成 9 年版

レーザー セダン／ HB（BH） 平成 10 年版 / 上

ロードスター／
ロードスター RF（ND）

平成 29 年版 

ロードスター（NCEC） 平成 18 年版 

ロードスター（NB） 平成 10 年版 / 上

ユーノス ロードスター（NA） 平成 9 年版

ＡＺ－オフロード（JM23）● 平成 11 年版

ＡＺ－ワゴン（M J23）● 平成 23 年版 

ＡＺ－ワゴン（M J21・22）● 平成 19 年版 

ＡＺ－ワゴン（MD11～22）● 平成 19 年版 

ＡＺ－ワゴン（CY21・51, CZ21・51）● 平成 10 年版 / 下

ＣＸ－３（DK） 平成 29 年版

ＣＸ－５（KF） 平成 29 年版

ＣＸ－５（KE）★ 平成 24 年版

ＣＸ－７（ER3P） 平成 19 年版

ＭＰＶ（LY3P） 平成 18 年版 

ＭＰＶ（LW）★ 平成 16 年版 

ＭＰＶ（LV－平成 7 年 10 月～） 平成 10 年版 / 下

ＲＸ－８（SE3P） 平成 16 年版 

ＲＸ－７（FD3S） 平成 10 年版 / 上

富 士 重 工
インプレッサ スポーツ（GT）／
インプレッサ Ｇ４（GK）

平成 29 年版

インプレッサ スポーツ（GP）／
インプレッサ Ｇ４（GJ）★

平成 26 年版

インプレッサ（GH, GR, GV）★ 平成 21 年版 

インプレッサ（GD, GG） 平成 19 年版

インプレッサ（GC, GF） 平成 14 年版

インプレッサ アネシス（GE） 平成 21 年版

インプレッサ スポーツ ハイブリッド
（GPE）★

平成 26 年版

ヴィヴィオ（KK, KW） 平成 10 年版 / 下

エクシーガ／
エクシーガ クロスオーバー７（YA）★

平成 22 年版

サンバー バン（S321・331）● 平成 20 年版

サンバー トラック（S500･510）● 平成 28 年版
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富 士 重 工
サンバー トラック（S201・211）● 平成 21 年版

サンバー トラック・バン（TT, TV） 平成 17 年版

シフォン（LA600・610）● 平成 26 年版

ジャスティ（M900・910）● 平成 29 年版

ステラ（LA150・160）● 平成 27 年版

ステラ（LA100・110）● 平成 23 年版

ステラ（RN1・2） 平成 19 年版

スバル Ｒ１（RJ1・2） 平成 17 年版

スバル Ｒ２（RC1・2） 平成 19 年版 

スバル ＸＶ／ＸＶ ハイブリッド（GP） 平成 26 年版

ディアス ワゴン（S32・33）● 平成 20 年版

ディアス ワゴン（TW） 平成 17 年版

トレジア（NCP12, NSP12）● 平成 23 年版 

フォレスター（SJ） 平成 25 年版

フォレスター（SH）★ 平成 20 年版

フォレスター（SG） 平成 17 年版

フォレスター（SF） 平成 16 年版

レオーネ バン（CVY11）● 平成 16 年版

プレオ／プレオ バン（L275・285）● 平成 21 年版

プレオ／プレオ ネスタ（RA, RV） 平成 14 年版

プレオ ＋（LA300・310）● 平成 23 年版

レガシィ アウトバック／レガシィ B4
（BS ／BN）

平成 27 年版

レガシィ／レガシィ B4（BR ／BM）★ 平成 25 年版

レガシィ／レガシィ B4（BP／BL）★ 平成 19 年版

レガシィ／レガシィ B4（BH ／ BE） 平成 16 年版 

レガシィ（BD, BG） 平成 10 年版 / 上

レヴォーグ（VM） 平成 27 年版

ルクラ（L455・465）● 平成 22 年版

ＢＲＺ（ZC）● 平成 25 年版

ＤＥＸ（デックス）（M401・411）● 平成 19 年版

ＷＲＸ S4 ／ＷＲＸ ＳＴＩ（VA） 平成 27 年版

ス ズ キ
アルト（HA36） 平成 27 年版 

アルト（HA25） 平成 24 年版 

アルト エコ（HA35） 平成 24 年版 

アルト／アルト バン（HA24） 平成 18 年版

アルト（HA12～23）    平成 19 年版 

アルト（HA11～HD11） 平成 9 年版

アルト ラパン（HE21） 平成 16 年版

イグニス（FF21） 平成 29 年版

エスクード 
（TA74, TD54・94・A4W・B4W）

平成 21 年版

エスクード（TA02・52, TD02～62,TL52） 平成 13 年版

エスクード（TA01～TD61） 平成 9 年版

エブリイ（DA17） 平成 28 年

エブリイ（DA64） 平成 18 年版 

エブリイ（DA52・62, DB52） 平成 17 年版 

エブリイ ランディ（DA32） 平成 14 年版

エブリイ+（プラス）（DA32） 平成 14 年版

エリオ（RA21～RD51） 平成 19 年版

カルタス（GA11～GD31） 平成 14 年版

カルタス クレセント（GA11～GD31） 平成 14 年版

キャリイ（DA16T）★ 平成 26 年版

キャリイ（DA52・62・63・65, DB52） 平成 18 年版 

グランド エスクード（TX92） 平成 16 年版

シボレー クルーズ（HR51～82） 平成 17 年版

ジムニー（JB23） 平成 11 年版

ジムニー ワイド／シエラ（JB33・43） 平成 14 年版

スイフト（ZC13・53・83, ZD53・83） 平成 29 年版

スイフト（ZC72, ZD72） 平成 24 年版

スイフト／スイフト スポーツ
（ZC72, ZD72/ZC32）

平成 24 年版

スイフト／スイフト スポーツ ★
（ZC11・21・71, ZD11・21/ZC31）

平成 18 年版

スイフト（HT51・81） 平成 16 年版

スプラッシュ（XB32）★ 平成 21 年版

スペーシア（MK32・42）★ 平成 26 年版

セルボ（HG21） 平成 19 年版

ソリオ／ソリオ バンディット★
（MA26・36・46）

平成 28 年版

ソリオ／ソリオ バンディット（MA15） 平成 26 年版

ツイン（EC22） 平成 15 年版

ハスラー（MR31・41） 平成 28 年版

バレーノ（WB32・42） 平成 29 年版

パレット（MK21） 平成 23 年版 

ラパン（HE33） 平成 28 年版

ラパン（HE22） 平成 23 年版

ランディ（SC27）● 平成 29 年版

ランディ（SC26）／
ランディ ハイブリッド（SHC26）●

平成 23 年版

ランディ（SC25）● 平成 24 年版

ワゴンＲ（MH34・44） 平成 28 年版

ワゴンＲ（MH23） 平成 23 年版

ワゴンＲ（MH21・22） 平成 19 年版

ワゴンＲ（MC11～22） 平成 19 年版

ワゴンＲ（CT21・51, CV21・51） 平成 10 年版 / 下

ワゴンＲ ソリオ／ソリオ（MA34・64） 平成 15 年版

ワゴンＲ ワイド（MA61, MB61） 平成 11 年版
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ワゴンＲ+（プラス）（MA63） 平成 15 年版
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平面投影寸法の高さ寸法測定時、仮想基準線は図中の 1・2・3のポイントをつないだ線となります。
また、A・B・Cの寸法は本文中に記載しています。
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Point 測 定 箇 所

1 フロントジャッキアップ ポイント中心のロッカパネル下面から A mm 下げた位置

2 1と 3の中心のロッカパネル下面から B mm 下げた位置

3 リヤジャッキアップ ポイント中心のロッカパネル下面から C mm 下げた位置

【ランドクルーザー系、レクサス LX】
平面投影寸法の高さ寸法測定時、仮想基準
線はフレーム中心部上面から 300mm下げ
た高さとしています。 300mm

仮想基準線
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ヴィッツ ハイブリッド NHP13

●エンジンコンパートメント 単位：mm

仮想基準線からの高さ寸法イラスト以外のポイント間寸法

＜参考＞
・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
・ 測定ポイント記号は車両後方から見て、
大文字は右側、小文字は車両左側を示す。
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ヴィッツ ハイブリッド NHP13

●エンジンコンパートメント（参考値） 単位：mm

実測寸法 ※数値は参考値として参照する。

＜参考＞
・フロントフェンダプロテクタUPR及び、エンジンルーム
　サイドカバーを取りはずした状態で測定する。
・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は右側、
　小文字は車両左側を示す。

イラスト以外のポイント間寸法
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ヴィッツ ハイブリッド NHP13

●フロントドア 単位：mm

イラスト以外のポイント間寸法

＜参考＞
・ ボデー寸法の左右センタ出し（左右バランス
取り）をする際に、ポイントSを活用する。
・ 寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
・ 測定ポイント記号は車両後方から見て、大文
字は右側、小文字は車両左側を示す。
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イラスト以外のポイント間寸法
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《 測定点について 》
①  直線寸法や実測寸法の測定位置が穴の場

合、穴の外周前端または上端が測定点 
（図中●） となります。
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②  平面投影寸法の測定位置は、穴の中心が
測定点となります。

③  測定位置の拡大図は、左右対称の場合は
左側を記載している。また、図中の Fは
ボデー前方、Cはボデー中心方向を示し
ています。
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平面投影寸法の高さ寸法測定時、仮想基準線は図中の 1・2・3のポイントをつないだ線とな
ります。また、A・B・Cの寸法は本文中に記載しています。
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